
部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
監査室 管理運営関係 規則等制定・改廃伺監事監査規則等制定・改廃伺（平成１６年度） 監査室長 監査室専門員2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 規則等制定・改廃伺監事監査規則等制定・改廃伺（平成２３年度） 監査室長 監査室監査担2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 規則等制定・改廃伺監査室関係規則等制定・改廃伺（平成１６年度） 監査室長 監査室監査係2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 規則等制定・改廃伺監査室関係規則等制定・改廃伺（平成１７年度） 監査室長 監査室監査係2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 規則等制定・改廃伺監査室関係規則等制定・改廃伺（平成１８年度） 監査室長 監査室監査係2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 規則等制定・改廃伺監査室関係規則等制定・改廃伺（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 規則等制定・改廃伺監査室関係規則等制定・改廃伺（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 規則等制定・改廃伺監査室関係規則等制定・改廃伺（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成１６年） 監査室長 監査室監査係2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成１７年） 監査室長 監査室監査係2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成１８年） 監査室長 監査室監査係2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成１９年） 監査室長 監査室監査係2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成２０年） 監査室長 監査室監査担2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成２１年） 監査室長 監査室監査担2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成２２年） 監査室長 監査室監査担2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成２３年） 監査室長 監査室監査担2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成２４年） 監査室長 監査室監査担2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成２５年） 監査室長 監査室監査担2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成２６年） 監査室長 監査室監査担2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成２7年） 監査室長 監査室監査担2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 文書収受 文書収受発送簿（海大監）（平成２８年） 監査室長 監査室監査担2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室長 2015年度 2016/4/1 事案対応完結後30年 未定（未完結）紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報関係文書（平成２８年度） 監査室長 監査室長 2016年度 2017/4/1 事案対応完結後30年 2047/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報に準ずる文書（平成１９年度） 監査室長 監査室長 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報に準ずる文書（平成２０年度） 監査室長 監査室長 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報に準ずる文書（平成２２年度） 監査室長 監査室長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報に準ずる文書（平成２４年度） 監査室長 監査室長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報に準ずる文書（平成２５年度） 監査室長 監査室長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報に準ずる文書（平成２６年度） 監査室長 監査室長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報に準ずる文書（平成２７年度） 監査室長 監査室長 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 公益通報 公益通報に準ずる文書（平成２８年度） 監査室長 監査室長 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成１６年度末） 監査室長 監査室監査係2004年度 2005/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成１７年度末） 監査室長 監査室監査係2006年度 2007/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成１８年度末） 監査室長 監査室監査担2007年度 2008/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成１９年度末） 監査室長 監査室監査担2008年度 2009/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成２０年度末） 監査室長 監査室監査担2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成２１年度末） 監査室長 監査室監査担2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成２２年度末） 監査室長 監査室監査担2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成２３年度末） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成２４年度末） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成２５年度末） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成２６年度末） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等（平成２７年度末） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等・管理状況調査作成資料（平成２４年度回答） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等・管理状況調査作成資料（平成２５年度回答） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等・管理状況調査作成資料（平成２６年度回答） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等・管理状況調査作成資料（平成２７年度回答） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 法人文書 法人文書管理簿等・管理状況調査作成資料（平成２８年度回答） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 個人情報 個人情報関係（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 個人情報 個人情報関係（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 個人情報 個人情報関係（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 中央省庁 中央省庁　通知・照会・回答関係（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 中央省庁 中央省庁　通知・照会・回答関係（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 中央省庁 中央省庁　通知・照会・回答関係（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 中央省庁 中央省庁　通知・照会・回答関係（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 中央省庁 中央省庁　通知・照会・回答関係（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 目標・計画等 中期目標・中期計画・年度計画・実績報告関係（平成２２年度） 監査室長 監査室監査担2010年度 2011/4/1 8年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 目標・計画等 中期目標・中期計画・年度計画・実績報告関係（平成２３年度） 監査室長 監査室監査担2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 目標・計画等 中期目標・中期計画・年度計画・実績報告関係（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 8年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 目標・計画等 中期目標・中期計画・年度計画・実績報告関係（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 8年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 目標・計画等 中期目標・中期計画・年度計画・実績報告関係（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 目標・計画等 中期目標・中期計画・年度計画・実績報告関係（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 目標・計画等 中期目標・中期計画・年度計画・実績報告関係（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 認証評価 大学機関別認証評価関係（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 行政評価・監視 行政評価・監視関係文書（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 その他 雑件（通知・照会・回答等）（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 その他 雑件（通知・照会・回答等）（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 その他 雑件（通知・照会・回答等）（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 その他 雑件（通知・照会・回答等）（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 その他 雑件（通知・照会・回答等）（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 行事 理事・監事着任関係（平成21年度） 監査室長 監査室監査担2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 行事 理事・監事着任関係（平成24年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 行事 理事・監事着任関係（平成27年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 管理運営関係 行事 理事・監事着任関係（平成28年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成１９年度） 監査室長 監査室監査担2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成２０年度） 監査室長 監査室監査担2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成２１年度） 監査室長 監査室監査担2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成２２年度） 監査室長 監査室監査担2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成２３年度） 監査室長 監査室監査担2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
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監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 内部監査 内部監査関係文書（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成１９年度） 監査室長 監査室長 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成２０年度） 監査室長 監査室長 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成２１年度） 監査室長 監査室長 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成２２年度） 監査室長 監査室長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成２３年度） 監査室長 監査室長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成２４年度） 監査室長 監査室長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成２５年度） 監査室長 監査室長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成２６年度） 監査室長 監査室長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室長補佐2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 監事監査関係文書（平成２８年度） 監査室長 監査室長補佐2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成１９年度） 監査室長 監査室長 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成２０年度） 監査室長 監査室長 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成２１年度） 監査室長 監査室長 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成２２年度） 監査室長 監査室長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成２３年度） 監査室長 監査室長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成２４年度） 監査室長 監査室長 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成２５年度） 監査室長 監査室長 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成２６年度） 監査室長 監査室長 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成２７年度） 監査室長 監査室長補佐2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 監事監査 国立大学法人等監事協議会（平成２８年度） 監査室長 監査室長補佐2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任関係文書（平成１９年度） 監査室長 監査室監査担2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任関係文書（平成２０年度） 監査室長 監査室監査担2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任関係文書（平成２１年度） 監査室長 監査室監査担2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任・契約関係文書（平成２２年度） 監査室長 監査室監査担2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任・契約関係文書（平成２３年度） 監査室長 監査室監査担2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任・契約関係文書（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任・契約関係文書（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任・契約関係文書（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任・契約関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人選任・契約関係文書（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成１８年度） 監査室長 監査室監査係2006年度 2007/7/1 10年 2017/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成１９年度） 監査室長 監査室監査担2007年度 2008/7/1 10年 2018/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成２０年度） 監査室長 監査室監査担2008年度 2009/7/1 10年 2019/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成２１年度） 監査室長 監査室監査担2009年度 2010/7/1 10年 2020/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成２２年度） 監査室長 監査室監査担2010年度 2011/7/1 10年 2021/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成２３年度） 監査室長 監査室監査担2011年度 2012/7/1 10年 2022/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/7/1 10年 2023/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/7/1 10年 2024/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/7/1 10年 2025/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 監査関係 会計監査人 会計監査人監査関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/7/1 10年 2026/6/30 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成１９年度） 監査室長 監査室監査担2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成２０年度） 監査室長 監査室監査担2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成２１年度） 監査室長 監査室監査担2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成２２年度） 監査室長 監査室監査担2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成２３年度） 監査室長 監査室監査担2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 会計検査院実地検査 会計検査院実地検査・調書関係文書（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 予算関係 監査室予算関係文書（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 予算関係 監査室予算関係文書（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 予算関係 監査室予算関係文書（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 予算関係 監査室予算関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 会計関係 予算関係 監査室予算関係文書（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 研究助成関係 競争的資金関係 競争的資金関係文書（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 研究助成関係 競争的資金関係 競争的資金関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 研修 研修関係（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 研修 研修関係（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 研修 研修関係（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 就業管理システム 就業管理システムマニュアル 監査室長 監査室監査担2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 監査室長 監査室 副総括文書管理者が判断
監査室 人事関係 育児休業 育児休業関係（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 育児休業 育児休業関係（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 育児休業 育児休業関係（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 育児休業 育児休業関係（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 倫理 贈与等報告関係（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 倫理 贈与等報告関係（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 倫理 贈与等報告関係（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 倫理 贈与等報告関係（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
監査室 人事関係 出張関係 出張関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 共済・人事関係 共済・人事関係文書（平成２４年度） 監査室長 監査室監査担2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 共済・人事関係 共済・人事関係文書（平成２５年度） 監査室長 監査室監査担2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 共済・人事関係 共済・人事関係文書（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 共済・人事関係 共済・人事関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 人事関係 共済・人事関係 共済・人事関係文書（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 施設関係 車両入構 構内入構証・ＩＣカード申請書（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 施設関係 車両入構 構内入構証・ＩＣカード申請書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 施設関係 車両入構 構内入構証・ＩＣカード申請書（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 情報関係 システム等利用 システム及びネットワーク利用関係文書（平成２６年度） 監査室長 監査室監査担2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 情報関係 システム等利用 システム及びネットワーク利用関係文書（平成２７年度） 監査室長 監査室監査担2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
監査室 情報関係 システム等利用 システム及びネットワーク利用関係文書（平成２８年度） 監査室長 監査室監査担2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 監査室長 監査室 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 総長選考 総長の職務代理関係 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成１６年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成１７年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員会（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員懇談会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員懇談会（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 役員懇談会（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（昭和６３年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.３５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成元年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.３５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成２年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.３５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成３年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.３５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成４年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.３５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成５年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.３５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成６年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.３５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成７年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.３５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成８年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.３５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成９年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成１０年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成１１年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成１２年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成１３年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成１４年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 評議会議事録（平成１５年度） 総務部総務課長 総務課総務掛  2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成１６年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成１７年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（昭和６３年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（平成元年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（平成２年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（平成３年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（平成４年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（平成５年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（平成６年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（平成７年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（平成８年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（平成９年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長会議議事録（平成１０年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長会議議事録（平成１１年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長会議議事録（平成１２年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長会議議事録（平成１３年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長会議議事録（平成１４年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長会議議事録（平成１５年度） 総務部総務課長 総務課総務掛  2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１５ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 総長連絡会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 総長連絡会（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 総長連絡会（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.14 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 役員補佐 役員補佐関係（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 役員補佐 役員補佐関係（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 役員補佐 役員補佐関係（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 役員補佐 役員補佐関係（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 役員補佐 役員補佐関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 役員補佐 役員補佐関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 役員補佐 役員補佐関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 人事 理事ではない副学長・副理事・総長補佐の任命手続き関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 人事 理事ではない副学長・副理事・総長補佐の任命手続き関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 人事 理事ではない副学長・副理事・総長補佐の任命手続き関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 人事 理事ではない副学長・副理事・総長補佐の任命手続き関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内委員会 各種委員会等要覧 総務部総務課長 総務課総務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学長会議・懇談会（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立七大学副学長懇談会（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学事務担当理事会議（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 七国立大学総務部長会議（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学理学系学長会議（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国公私立大学長懇談会（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成２６年度） 総務企画部総務課総務担当 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成２７年度） 総務企画部総務課総務担当 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立大学事務局長会議（平成２８年度） 総務企画部総務課総務担当 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議及び北海道地区国立学校等労務担当課長会議（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議及び北海道地区国立学校等労務担当課長会議（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議及び北海道地区国立学校等労務担当課長会議（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 道内国立学校等総務部課長会議（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 大学の機能強化 学外会議 道内国立大学の機能強化関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 大学の機能強化 学外会議 道内国立大学の機能強化関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 大学の機能強化 補助金 国立大学改革強化推進補助金（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 大学の機能強化 補助金 国立大学改革強化推進補助金（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 大学の機能強化 補助金 国立大学改革強化推進補助金（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 大学の機能強化 補助金 国立大学改革強化推進補助金（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 大学の機能強化 補助金 国立大学改革強化推進補助金（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会北海道地区支部関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会からの通知文書等（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会からの通知文書等（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会からの通知文書等（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会からの通知文書等（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会からの通知文書等（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会からの通知文書等（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会からの通知文書等（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会からの通知文書等（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 国立大学協会からの通知文書等（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 その他の会議関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 札幌圏大学連携ネットワーク会議（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 札幌圏大学連携ネットワーク会議（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 札幌圏大学連携ネットワーク会議（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 札幌圏大学連携ネットワーク会議（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 札幌圏大学連携ネットワーク会議（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 札幌圏大学連携ネットワーク会議（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学外会議 北海道洞爺湖サミット道民会議関係 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 大学力強化推進本部会議（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 大学力強化推進本部会議（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授ノーベル賞授賞式関係 1/3 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授ノーベル賞授賞式関係 2/3 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授ノーベル賞授賞式関係 3/3 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授ノーベル化学賞受賞祝賀会 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演スライド 1/2 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演スライド 2/2 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１０年度） 1/3総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１０年度） 2/3総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１０年度） 3/3総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１１年度） 1/2総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１１年度） 2/2総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１２年度） 1/2総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１２年度） 2/2総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１３年度） 1/2総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１３年度） 2/2総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.13 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 鈴木章北大名誉教授講演・広報活動関係（２０１５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 Ｇ８大学サミット・サステナビリティウィーク 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 北海道マラソン２００９ 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 北海道マラソン２０１０ 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 北海道マラソン２０１1 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 北海道マラソン２０１２ 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 北海道マラソン２０１３ 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 北海道マラソン２０１４ 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 北海道マラソン２０１５ 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 北海道マラソン２０１６ 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携に係る協定書関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携に係る協定書関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた大学連携に係る協定書関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 理事・監事の着任・離任関係（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 理事・監事の着任・離任関係（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 理事・監事の着任・離任関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 理事・監事の着任・離任関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 理事・監事の着任・離任関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 理事・監事の着任・離任関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 理事・監事の着任・離任関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 理事・監事の着任・離任関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 行事 文部科学省北大卒業生等と北大役職員との意見交換会（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 文部科学省北大卒業生等と北大役職員との意見交換会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 行事 文部科学省北大卒業生等と北大役職員との意見交換会（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 定例行事 年末年始諸行事関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 定例行事 年末年始諸行事関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 行事・式典 定例行事 年末年始諸行事関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 災害対応 東日本大震災関係 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 後援名義 北海道大学後援名義使用関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 後援名義 北海道大学後援名義使用関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 後援名義 北海道大学後援名義使用関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 後援名義 北海道大学後援名義使用関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 後援名義 北海道大学後援名義使用関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 事務取扱 総務担当所掌事務事項の取扱い通知・関係規程等 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 文部科学省関係（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 文部科学省関係（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 文部科学省関係（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 文部科学省関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 文部科学省関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 文部科学省関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 文部科学省関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 文部科学省関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 文部科学省関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 業務方法書（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 業務方法書（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 業務方法書（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 調査関係（他大学及び学内等からの照会関係）（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 調査関係（他大学及び学内等からの照会関係）（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 調査関係（他大学及び学内等からの照会関係）（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 調査関係（他大学及び学内等からの照会関係）（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 調査関係（他大学及び学内等からの照会関係）（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 献体者に対する感謝状関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 献体者に対する感謝状関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 献体者に対する感謝状関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 献体者に対する感謝状関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 献体者に対する感謝状関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 「新しい東北」官民連携推進協議会関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 「新しい東北」官民連携推進協議会関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 「新しい東北」官民連携推進協議会関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 学外通知 「新しい東北」官民連携推進協議会関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 ペーパレス会議システム及び学内会議資料閲覧システム関係（平成２５年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 ペーパレス会議システム及び学内会議資料閲覧システム関係（平成２６年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 ペーパレス会議システム及び学内会議資料閲覧システム関係（平成２７年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 ペーパレス会議システム及び学内会議資料閲覧システム関係（平成２８年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 庶務関係（学内外からの通知等）（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 庶務関係（学内外からの通知等）（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 庶務関係（学内外からの通知等）（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 庶務関係（学内外からの通知等）（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 庶務関係（学内外からの通知等）（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 入学試験関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 入学試験関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 入学試験関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 入学試験関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 入学試験関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課 庶務一般 人事 人事関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 人事関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 人事関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 人事関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 人事関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務を要しない日の振替簿（平成２４年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務を要しない日の振替簿（平成２５年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務を要しない日の振替簿（平成２６年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務を要しない日の振替簿（平成２７年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年 2016/4/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務を要しない日の振替簿（平成２８年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年 2017/7/1 5年 2021/12/31 紙 事務局陪席用 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務時間報告書（平成２４年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務時間報告書（平成２５年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務時間報告書（平成２６年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務時間報告書（平成２７年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 人事 勤務時間報告書（平成２８年） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 タクシーチケット受払簿（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 総務課予算関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 総務課予算関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 総務課予算関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 総務課予算関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 総務課予算関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 購入依頼書（控）（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 購入依頼書（控）（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 購入依頼書（控）（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保存庫№１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 購入依頼書（控）（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 購入依頼書（控）（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 図書の一括購入等（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 図書の一括購入等（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 図書の一括購入等（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 図書の一括購入等（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 会計 図書の一括購入等（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 SGU（スーパーグローバル大学創成支援）定性指標 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 事務局移転 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 障害者差別解消法関係 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 ダイバーシティ ダイバーシティ推進（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 ダイバーシティ ダイバーシティ推進（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 ダイバーシティ メール英語翻訳（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課総務担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務改善委員会（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課企画係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務改善委員会（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務改善委員会（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務改善委員会（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務改善委員会（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務改善委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務改善委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務改善委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 事務改善委員会事務組織見直し専門委員会 総務部企画室長 企画室組織改革担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成１６年度） 総務部総務課長 総務課企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成１７年度） 総務部総務課長 総務課企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課企画係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 経営協議会 経営協議会 経営協議会（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議１ 総務部総務課長 総務課企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議２ 総務部総務課長 総務課企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議３ 総務部総務課長 総務課企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議４ 総務部総務課長 総務課企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議５ 総務部総務課長 総務課企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議６ 総務部総務課長 総務課企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議７ 総務部総務課長 総務課企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議８ 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議９ 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議１０ 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議１１ 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議１２ 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選考会議 総長選考会議 総長選考会議１３ 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係書類 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1995年 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 総長選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係書類 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1999年 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課 総長選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係書類 総務部人事課長 人事課総務掛 2001年 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 記念事業 創基１２０周年記念事業関係 庶務部庶務課長 庶務課企画掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 記念事業 創基１２５周年記念事業関係 総務部総務課長 総務課企画掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行事・式典 記念事業 創基百周年記念事業関係 庶務部庶務課長 庶務課企画広報掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 行政監察 さわやか行政サービス さわやか行政サービス（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 行政監察 さわやか行政サービス さわやか行政サービス（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 行政監察 さわやか行政サービス さわやか行政サービス（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務分掌規程（事務局・部局） 法人移行準備事務室 法人移行準備事務室 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 事務組織 業務改善のための業務調査・分析事業関係 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 業務改善のための業務調査・分析事業関係 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 公共サービス改革関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 公共サービス改革関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 公共サービス改革関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 災害対策ガイドライン関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課課長補佐 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 災害対策ガイドライン関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課課長補佐 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 災害対策ガイドライン関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 安否確認システム関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課課長補佐 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 安否確認システム関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課課長補佐 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 安否確認システム関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 安否確認システム関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 安否確認システム関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 危機管理関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 危機管理関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 危機管理関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 災害・事件関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 災害・事件関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 災害・事件関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 災害・事件関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 災害・事件関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 危機管理・防災・災害対策関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 危機管理・防災・災害対策関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 危機管理・防災・災害対策関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 危機管理・防災・災害対策関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 危機管理・防災・災害対策関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 危機管理対応 コンプライアンス関係 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 年度計画・実績報告（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 年度計画・実績報告（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 年度計画・実績報告（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 年度計画・実績報告（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 年度計画・実績報告（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 第三期中期目標・中期計画（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 第三期中期目標・中期計画（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 名誉学位（平成２０年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 その他総務 名誉学位（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 その他総務 調査・照会関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 調査・照会関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 調査・照会関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 調査・照会関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 その他総務 調査・照会関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課企画担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 顧問弁護士 顧問弁護士（平成21年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2009年度 2010/4/1 事案対応完結後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 顧問弁護士 顧問弁護士（平成22年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年度 2011/4/1 事案対応完結後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 顧問弁護士 顧問弁護士（平成23年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年度 2012/4/1 事案対応完結後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 顧問弁護士 顧問弁護士（平成24年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年度 2013/4/1 事案対応完結後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 顧問弁護士 顧問弁護士（平成25年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年度 2014/4/1 事案対応完結後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 顧問弁護士 顧問弁護士（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 事案対応完結後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 顧問弁護士 顧問弁護士（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2015年度 2016/4/1 事案対応完結後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 顧問弁護士 顧問弁護士（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年度 2017/4/1 事案対応完結後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 登記 法人登記申請（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 登記 法人登記申請（平成２4年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 登記 法人登記申請（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 札幌法務局からの通知，照会及び回答（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 札幌法務局からの通知，照会及び回答（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 文部科学省・法務省等の通知等 総務企画部総務課長 総務課法規係 2004年度 2005/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和６３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1988年 1989/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成元年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1989年 1990/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1990年 1991/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1991年 1992/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成４年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1992年 1993/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成５年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1993年 1994/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成６年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1994年 1995/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成７年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1995年 1996/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成８年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1996年 1997/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成９年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1997年 1998/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１０年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1998年 1999/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
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総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１１年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1999年 2000/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2000年 2001/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2001年 2002/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１４年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2002年 2003/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１５年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2003年 2004/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１６年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2004年 2005/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１７年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2005年 2006/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１８年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2006年 2007/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成１９年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2007年 2008/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２０年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2008年 2009/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２１年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2009年 2010/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２２年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年 2011/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２３年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年 2012/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２４年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年 2013/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２５年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年 2014/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２６年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年 2015/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２７年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2015年 2016/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（平成２８年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年 2017/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成元年１１月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1989年度 1990/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成２年５月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1990年度 1991/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.31 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成４年５月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1992年度 1993/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成９年２月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1997年度 1998/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１０年１２月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1998年度 1999/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１１年１０月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1999年度 2000/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１２年７月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2000年度 2001/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１３年９月１） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2001年度 2002/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１３年９月２） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2001年度 2002/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.30 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１６年８月，９月） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2004年度 2005/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.30 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１７年３月） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2005年度 2006/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１８年６月） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2006年度 2007/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１８年７月） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2006年度 2007/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１８年９月） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2006年度 2007/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成１９年８月） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2007年度 2008/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成２０年６月）１ 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2008年度 2009/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成２０年６月）２ 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2008年度 2009/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成２０年１１月） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2008年度 2009/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成２３年８月） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年度 2012/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 証拠保全（平成２６年４月） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（昭和６３年２月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1988年度 1989/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.32 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（昭和６３年３月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1988年度 1989/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.31 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成６年８月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1994年度 1995/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.32 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成７年７月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1995年度 1996/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.30 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成９年５月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1997年度 1998/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.30 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成９年９月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1997年度 1998/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.30 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１１年４月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1999年度 2000/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１３年１２月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2001年度 2002/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.30 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１３年７月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2001年度 2002/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.30 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１５年１月～） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2003年度 2004/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.32 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１６年３月～） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2003年度 2004/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１６年７月～） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2004年度 2005/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１６年８月～） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2004年度 2005/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１７年５月～） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2005年度 2006/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.32 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１７年８月～） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2005年度 2006/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.32 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１７年９月～） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2005年度 2006/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１８年３月～） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2005年度 2006/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.32 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１８年４月～） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2006年度 2007/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１９年１１月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2007年度 2008/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１９年３月～）１ 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2007年度 2008/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１９年３月～）２ 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2007年度 2008/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.32 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成１９年７月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2007年度 2008/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.30 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２０年１１月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2008年度 2009/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２１年１０月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2009年度 2010/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２１年６月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2009年度 2010/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２１年８月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2009年度 2010/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２２年１１月～）１ 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年度 2011/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２２年１１月～）２ 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年度 2011/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２２年６月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年度 2011/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２２年７月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年度 2011/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２２年９月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年度 2011/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２３年１月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年度 2011/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２３年６月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年度 2012/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２３年６月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年度 2012/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２３年７月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年度 2012/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２３年８月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年度 2012/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２４年６月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年度 2013/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２４年８月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年度 2013/4/1 事件終了後30年 未定 紙 保管庫No.32 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２４年９月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年度 2013/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２４年９月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年度 2013/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２５年２月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年度 2013/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２５年６月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年度 2014/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２５年８月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年度 2014/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
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総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２５年８月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年度 2014/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２５年１０月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年度 2014/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２６年１２月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年度 2014/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２６年３月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年度 2014/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２６年６月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２６年７月～）１ 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２６年７月～）２ 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２６年１１月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２７年２月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２７年３月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２７年４月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2015年度 2016/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２７年９月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2015年度 2016/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２７年７月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2015年度 2016/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２８年２月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2015年度 2016/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２８年５月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年度 2017/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２８年８月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年度 2017/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２８年８月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年度 2017/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２８年１０月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年度 2017/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 訴訟 訴訟 訴訟（平成２８年１１月～） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年度 2017/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和６３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1988年 1989/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成元年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1989年 1990/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1990年 1991/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1991年 1992/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成４年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1992年 1993/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成５年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1993年 1994/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成６年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1994年 1995/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成７年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1995年 1996/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成８年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1996年 1997/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成９年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1997年 1998/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１０年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1998年 1999/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１１年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1999年 2000/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2000年 2001/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2001年 2002/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１４年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2002年 2003/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１５年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2003年 2004/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１６年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2004年 2005/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１７年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2005年 2006/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１８年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2006年 2007/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成１９年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2007年 2008/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成２０年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2008年 2009/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成２１年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2009年 2010/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成２２年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年 2011/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成２３年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年 2012/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（平成２４年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年 2013/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 内部規則の総点検・見直し関係 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成１９年度） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成２０年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成２１年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成２２年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 制定・改廃通知 法令等の制定・改廃通知（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 法令 法令 北海道大学例規集 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1966年度 1967/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和６３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1988年 1989/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成元年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1989年 1990/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1990年 1991/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1991年 1992/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成４年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1992年 1993/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成５年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1993年 1994/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成６年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1994年 1995/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成７年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1995年 1996/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成８年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1996年 1997/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成９年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1997年 1998/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１０年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1998年 1999/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１１年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1999年 2000/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2000年 2001/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2001年 2002/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１４年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2002年 2003/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１５年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 2003年 2004/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１６年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2004年 2005/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１７年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2005年 2006/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１８年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2006年 2007/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成１９年） 総務企画部総務課長 総務課法規係 2007年 2008/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２０年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2008年 2009/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２１年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2009年 2010/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２２年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2010年 2011/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２３年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2011年 2012/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２４年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2012年 2013/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２５年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2013年 2014/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２６年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年 2015/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２７年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2015年 2016/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（平成２８年） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年 2017/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 法規担当庶務（学内外からの通知，調査，照会等）（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 法規担当庶務（学内外からの通知，調査，照会等）（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 庶務一般 その他総務 法規担当庶務（学内外からの通知，調査，照会等）（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課法規担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課法規担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 公印 公印 公印関係取扱い通知等 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 公印 公印 公印簿副本（平成元年～） 総務部総務課長 総務課総務掛 1989年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２7年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２8年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（昭和６３年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成元年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成２年）１／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成２年）２／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成３年）１／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成３年）２／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成４年）１／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成４年）２／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成５年）１／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成５年）２／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成６年）１／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成６年）２／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成７年）１／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成７年）２／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成８年）１／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成８年）２／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成９年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成１０年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成１１年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成１２年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成１３年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成１４年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成１５年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大庶）（昭和６１年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1986年 1987/1/1 30年 2016/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大庶）（昭和６２年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1987年 1988/1/1 30年 2017/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大庶）（昭和６３年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大庶）（平成元年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大庶）（平成２年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大庶）（平成３年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大庶）（平成４年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大庶）（平成５年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大庶）（平成６年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成７年）１／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成７年）２／２ 総務部総務課長 総務課総務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成８年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成９年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成１０年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成１１年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成１２年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成１３年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成１４年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総）（平成１５年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 保管庫No.１３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成１４年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大）（平成１５年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成１６年） 総務部総務課長 総務課総務係 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成１７年） 総務部総務課長 総務課総務係 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成１８年） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成１９年） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成２０年） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成２１年） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成２２年） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成２３年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成２４年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成２５年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成２６年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成２７年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・海大総）（平成２８年） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課 文書処理 その他文書 文書関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 その他文書 文書関係（平成２５年度）１／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 その他文書 文書関係（平成２５年度）２／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 その他文書 文書関係（平成２６年度）１／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 その他文書 文書関係（平成２６年度）２／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 その他文書 文書関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 その他文書 文書関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便差し出し表（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便差し出し表（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便差し出し表（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便差し出し表（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便差し出し表（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便料金内訳書（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便料金内訳書（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便料金内訳書（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便料金内訳書（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書発送 後納郵便料金内訳書（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子（文書管理システム） 文書管理システム 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 標準文書保存期間基準 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル廃棄簿（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル廃棄簿（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル廃棄簿（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル延長簿（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル延長簿（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル延長簿（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル延長簿（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル延長簿（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 公文書管理法施行準備関係（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設指定関係（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設指定関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設指定関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設指定関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設指定関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 公文書管理法に基づく歴史資料等保有施設指定関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 国立公文書館等の指定関係１／３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 国立公文書館等の指定関係２／３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 文書管理 国立公文書館等の指定関係３／３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 文書処理 その他文書 文書関係取扱い通知等 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 掲示 掲示関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 「情報公開」関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 「情報公開」関係（平成２７年度）１／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 「情報公開」関係（平成２７年度）２／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 「情報公開」関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開委員会（平成１３年度） 総務部総務課長 総務課情報公開担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開委員会（平成１４年度） 総務部総務課長 総務課情報公開担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開委員会（平成１５年度） 総務部総務課長 総務課情報公開担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開審査委員会（平成１６年度）１／３ 総務部総務課長 総務課広報室情報公開係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開審査委員会（平成１６年度）２／３ 総務部総務課長 総務課広報室情報公開係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開審査委員会（平成１６年度）３／３ 総務部総務課長 総務課広報室情報公開係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成１７年度）１／２ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成１７年度）２／２ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成１８年度） 総務部広報課長 広報課情報公開係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成１９年度）１／２ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成１９年度）２／２ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２０年度）１／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２０年度）２／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２０年度）３／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２１年度）１／４ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２１年度）２／４ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２１年度）３／４ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２１年度）４／４ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２２年度） 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２３年度）１／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２３年度）２／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２５年度）１／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２５年度）２／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２６年度）１／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２６年度）２／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２６年度）３／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２６年度）４／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２６年度）５／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２７年度）１／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２７年度）２／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２７年度）３／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２７年度）４／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２７年度）５／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２８年度）１／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２８年度）２／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２８年度）３／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 会議 学内会議 情報公開・個人情報保護審査委員会（平成２８年度）４／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 異議申立関係（平成１９年度） 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 異議申立関係（平成２０年度） 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 異議申立関係（平成２１年度） 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 異議申立関係（平成２２年度） 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 異議申立関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 異議申立関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 異議申立関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成１９年度）１／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成１９年度）２／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成１９年度）３／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２０年度）１／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２０年度）２／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２０年度）３／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２１年度）１／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２１年度）２／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２１年度）３／３ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２２年度）１／２ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２２年度）２／２ 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２３年度）１／４ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２３年度）２／４ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２３年度）３／４ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２３年度）４／４ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２４年度）１／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２４年度）２／２ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２５年度）１／６ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２５年度）２／６ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２５年度）３／６ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２５年度）４／６ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２５年度）５／６ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２５年度）６／６ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２６年度）１／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２６年度）２／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２６年度）３／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２６年度）４／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２６年度）５／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２７年度）１／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２７年度）２／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２７年度）３／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２７年度）４／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２７年度）５／５ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２８年度）１／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２８年度）２／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２８年度）３／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 情報公開 情報公開 情報公開開示請求・決定関係（平成２８年度）４／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護開示請求等決定関係（平成２０年度） 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護開示請求等決定関係（平成２１年度） 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護開示請求等決定関係（平成２２年度） 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護開示請求等決定関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護開示請求等決定関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護開示請求等決定関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護開示請求等決定関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保管庫No.１４ 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護開示請求等決定関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護開示請求等決定関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 マイナンバー制度対応関係 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 情報セキュリティインシデント調査関係 1/3 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 情報セキュリティインシデント調査関係 2/3 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 情報セキュリティインシデント調査関係 3/3 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報の保護関係取扱い通知等 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 個人情報保護担当者 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 「個人情報の保護」関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 [個人情報の保護」関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 [個人情報の保護」関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
総務企画部総務課 個人情報 個人情報 [個人情報の保護」関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理報担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務企画部総務課文書情報管理担当 廃棄
政策調整室 その他 慶弔 供花（平成２８年度） 総務企画部総務課総長秘書室長 総務企画部総務課総長秘書室秘書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 政策調整室室長代理 政策調整室専門員 廃棄
政策調整室 その他 慶弔 祝電（平成２８年度） 総務企画部総務課総長秘書室長 総務企画部総務課総長秘書室秘書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 政策調整室室長代理 政策調整室専門員 廃棄
政策調整室 その他 慶弔 弔電（平成２８年度） 総務企画部総務課総長秘書室長 総務企画部総務課総長秘書室秘書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 政策調整室室長代理 政策調整室専門員 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
政策調整室 その他 祝辞 祝辞等原稿（平成２８年度） 総務企画部総務課総長秘書室長 総務企画部総務課総長秘書室秘書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 政策調整室室長代理 政策調整室専門員 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生管理検討推進会議議事録（平成１５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生委員会議事録（平成１６年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生管理検討推進会議議事録（平成１６年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 首席総括安全衛生管理者等（選任・解任） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 総括安全衛生管理者等選任報告 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全主任者（指名・解除） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業主任者（選任・解任） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業指揮者（選任・解任） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生委員会議事録（平成１７年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生管理検討推進会議議事録（平成１７年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生委員会議事録（平成１８年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生管理検討推進会議議事録（平成１８年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生委員会議事録（平成１９年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生管理検討推進会議議事録（平成１９年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成１９年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生委員会議事録（平成２０年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成２０年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生委員会議事録（平成２１年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成２１年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生委員会議事録（平成２２年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成２２年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生委員会議事録（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 衛生管理者会議（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全監督者会議（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 国立七大学安全衛生管理協議会（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 北海道地区国立学校等安全管理協議会（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定に関するもの 作業環境測定に関する通知・調査等（RI・特定化学物質・有機溶剤）（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 総括安全衛生管理者等（選任・解任）（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 産業医（選任・解任）（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 衛生管理者（選任・解任）（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全衛生委員会委員（選任・解任）（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの 化学物質管理システム登録データ（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 中期目標，中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標，中期計画，年度計画，実績報告関係（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の定員(人件費ポイントを含む。)及び現員に関するもの(法人化以前の級別定数に関するものを含む。) 全学運用教員（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 労働基準監督署に関するもの 労働基準監督署の検査・打合せ等（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する通知等（局所排気装置に関することも含む）（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する調査・依頼等（局所排気装置に関することも含む）（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生委員会議事録（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生本部運営委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全監督者会議（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 衛生管理者会議（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 国立七大学安全衛生管理協議会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 北海道地区国立学校等安全管理協議会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定に関するもの 作業環境測定に関する通知・調査等（RI・特定化学物質・有機溶剤）（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 総括安全衛生管理者等（選任・解任）（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 産業医（選任・解任）（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 衛生管理者（選任・解任）（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全衛生委員会委員（選任・解任）（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの 化学物質管理システム登録データ（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 各種通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会，調査依頼及び回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 中期目標，中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標，中期計画，年度計画，実績報告関係（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の定員(人件費ポイントを含む。)及び現員に関するもの(法人化以前の級別定数に関するものを含む。) 全学運用教員（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 労働基準監督署に関するもの 労働基準監督署の検査・打合せ等（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可申請・届出関係（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 健康管理に関するもの 健康診断関係（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 化学物質取扱に関する講習会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する通知等（局所排気装置に関することも含む）（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する調査・依頼等（局所排気装置に関することも含む）（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 札幌キャンパス安全衛生委員会議事録（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生本部運営委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 化学物質等管理委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 衛生管理者会議（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 野外活動マニュアル作成WG（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 化学物質管理システム運用検討WG（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 国立七大学安全衛生管理協議会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 北海道地区国立学校等安全管理協議会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定に関するもの 作業環境測定に関する通知・調査等（RI・特定化学物質・有機溶剤）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３年）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 総括安全衛生管理者等（選任・解任）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全監督者（指名・解除）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 産業医（選任・解任）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全主任者（指名・解除）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業主任者（選任・解任）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 衛生管理者（選任・解任）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業指揮者（選任・解任）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全衛生委員会委員（選任・解任）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの 化学物質管理システム登録データ（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 各種通知（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会，調査依頼及び回答（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 中期目標，中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標，中期計画，年度計画，実績報告関係（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の定員(人件費ポイントを含む。)及び現員に関するもの(法人化以前の級別定数に関するものを含む。) 全学運用教員（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 労働基準監督署に関するもの 労働基準監督署の検査・打合せ等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可申請・届出関係（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 健康管理に関するもの 健康診断関係（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 寄附金に関するもの 寄附金関係（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 化学物質取扱に関する講習会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する通知等（局所排気装置に関することも含む）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する調査・依頼等（局所排気装置に関することも含む）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 産業医巡視に関するもの 産業医巡視に関する通知・報告等（改善報告含む）（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 衛生管理者巡視に関するもの 安全衛生巡視報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 衛生管理者巡視に関するもの 安全衛生管理チェックシート（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 札幌キャンパス安全衛生委員会議事録（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生本部運営委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 化学物質等管理委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全監督者会議（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 衛生管理者連絡会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 野外活動マニュアル作成WG（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 国立七大学安全衛生管理協議会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 北海道地区国立学校等安全管理協議会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定に関するもの 作業環境測定に関する通知・調査等（RI・特定化学物質・有機溶剤）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３年）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 総括安全衛生管理者等（選任・解任）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全監督者（指名・解除）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 産業医（選任・解任）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全主任者（指名・解除）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業主任者（選任・解任）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 衛生管理者（選任・解任）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業指揮者（選任・解任）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全衛生委員会委員（選任・解任）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの 化学物質管理システム登録データ（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 各種通知（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会，調査依頼及び回答（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 中期目標，中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標，中期計画、年度計画、実績報告関係（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の定員(人件費ポイントを含む。)及び現員に関するもの(法人化以前の級別定数に関するものを含む。) 全学運用教員（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休日の振替・代休通知簿（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 労働基準監督署に関するもの 労働基準監督署の検査・打合せ等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可申請・届出関係（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 健康管理に関するもの 健康診断関係（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 福利厚生・福祉・保健事業に関するもの 福利厚生事業（レクリエーション事業）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上票（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 寄附金に関するもの 寄附金関係（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 化学物質取扱に関する講習会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する通知等（局所排気装置に関することも含む）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する調査・依頼等（局所排気装置に関することも含む）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの ハザードマップ関係（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 産業医巡視に関するもの 産業医巡視に関する通知・報告等（改善報告含む）（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 衛生管理者巡視に関するもの 安全衛生巡視報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 衛生管理者巡視に関するもの 安全衛生管理チェックシート（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 札幌キャンパス安全衛生委員会議事録（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生本部運営委員会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 化学物質等管理委員会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全監督者会議（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 衛生管理者連絡会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 野外活動マニュアル作成WG（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 国立七大学安全衛生管理協議会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 北海道地区国立学校等安全管理協議会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定に関するもの 作業環境測定に関する通知・調査等（RI・特定化学物質・有機溶剤）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子（PC) 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３年）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（PC) 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 総括安全衛生管理者等（選任・解任）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全監督者（指名・解除）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 産業医（選任・解任）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全主任者（指名・解除）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業主任者（選任・解任）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 衛生管理者（選任・解任）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業指揮者（選任・解任）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全衛生委員会委員（選任・解任）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの 化学物質管理システム登録データ（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 各種通知（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会，調査依頼及び回答（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 中期目標，中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標，中期計画，年度計画，実績報告関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・旅行依頼申請書（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 研修に関するもの 各種研修関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休日の振替・代休通知簿（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 年俸制教員業績評価（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 労働基準監督署に関するもの 労働基準監督署の検査・打合せ等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可申請・届出関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 健康管理に関するもの 健康診断関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 福利厚生・福祉・保健事業に関するもの 福利厚生事業（レクリエーション事業）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上票（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 決算に関するもの 会計関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 寄附金に関するもの 寄附金関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 化学物質取扱に関する講習会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する通知等（局所排気装置に関することも含む）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する調査・依頼等（局所排気装置に関することも含む）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの ハザードマップ関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 電気柵関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 産業医巡視に関するもの 産業医巡視に関する通知・報告等（改善報告含む）（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 衛生管理者巡視に関するもの 安全衛生巡視報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 衛生管理者巡視に関するもの 安全衛生管理チェックシート（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 札幌キャンパス安全衛生委員会議事録（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全衛生本部運営委員会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 化学物質等管理委員会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 安全監督者会議（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 衛生管理者連絡会（平成28年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 野外活動マニュアル作成WG（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 消防連絡会議（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 新化学物質管理システム検討WG（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 国立七大学安全衛生管理協議会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 学外会議に関するもの 北海道地区国立学校等安全管理協議会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定に関するもの 作業環境測定に関する通知・調査等（RI・特定化学物質・有機溶剤）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３０年）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子（PC) 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 作業環境測定結果の評価の記録に関するもの 作業環境測定結果（保存期間３年）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（PC) 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 総括安全衛生管理者等（選任・解任）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全監督者（指名・解除）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 産業医（選任・解任）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全主任者（指名・解除）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業主任者（選任・解任）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 衛生管理者（選任・解任）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 作業指揮者（選任・解任）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 総括安全衛生管理者，産業医，作業主任者，衛生管理者，作業指揮者及び安全衛生委員会委員の指名又は選任に関するもの 安全衛生委員会委員（選任・解任）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの 化学物質管理システム登録データ（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 各種通知（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会，調査依頼及び回答（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 中期目標，中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標，中期計画，年度計画，実績報告関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・旅行依頼申請書（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 研修に関するもの 各種研修関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休日の振替・代休通知簿（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 年俸制教員業績評価（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 労働基準監督署に関するもの 労働基準監督署の検査・打合せ等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可申請・届出関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 健康管理に関するもの 健康診断関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 人事関係文書 福利厚生・福祉・保健事業に関するもの 福利厚生事業（レクリエーション事業）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上票（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 決算に関するもの 会計関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 会計関係文書 寄附金に関するもの 寄附金関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 化学物質取扱に関する講習会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する通知等（局所排気装置に関することも含む）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 安全衛生に関する調査・依頼等（局所排気装置に関することも含む）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの ハザードマップ関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 安全衛生に関するもの 電気柵関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 産業医巡視に関するもの 産業医巡視に関する通知・報告等（改善報告含む）（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 衛生管理者巡視に関するもの 安全衛生巡視報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係 衛生管理者巡視に関するもの 安全衛生管理チェックシート（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 安全衛生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室安全衛生担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成１３年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2001年度 2002/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成１４年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2002年度 2003/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成１５年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2003年度 2004/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成１６年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2004年度 2005/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2005年度 2006/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2006年度 2007/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2006年度 2007/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する照会・調査依頼・回答（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する通知（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全・調査担当 2007年度 2008/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全・調査担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全・調査担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全・調査担当 2007年度 2008/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全・調査担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全・調査担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全・調査担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する照会・調査依頼・回答（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する通知（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全・調査担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する審査（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する照会・調査依頼・回答（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する通知（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する照会・調査依頼・回答（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する申請・届出・報告（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する通知（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する照会・調査依頼・回答（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する申請・届出・報告（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する審査（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する照会・調査依頼・回答（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する通知（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素管理専門委員会（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する審査（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素管理専門委員会（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する照会・調査依頼・回答（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する通知（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する教育訓練（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する審査（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する教育訓練（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する教育訓練（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する申請・届出・報告（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する点検（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する教育訓練（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素管理専門委員会（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する申請・届出・報告（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する教育訓練（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する申請・届出・報告（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する申請・届出・報告（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する申請・届出・報告（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する申請・届出・報告（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒト幹細胞研究に関するもの ヒト幹細胞研究に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒト幹細胞研究に関するもの ヒト幹細胞研究に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する通知（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する教育訓練（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する審査（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する教育訓練（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する教育訓練（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する申請・届出・報告（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する点検（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する教育訓練（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素管理専門委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する申請・届出・報告（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する教育訓練（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する申請・届出・報告（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物に関する申請・届出・報告（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する申請・届出・報告（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する申請・届出・報告（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒト幹細胞研究に関するもの ヒト幹細胞研究に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒト幹細胞研究に関するもの ヒト幹細胞研究に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する通知（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する通知・調査等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する教育訓練（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する通知・調査等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する審査（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する教育訓練（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 情報公開の開示に関するもの 動物実験開示請求（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する通知・調査等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する教育訓練（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する通知・調査等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する学内放射線施設の定期検査・点検（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する教育訓練（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素管理専門委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する通知・調査等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する教育訓練（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知・調査等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する通知・調査・申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 輸入サル飼育手続等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物飼養に関する通知・調査・申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する通知・調査（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 疫学研究に関するもの 疫学研究に関する通知・調査等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する通知・調査等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒト幹細胞研究に関するもの ヒト幹細胞研究に関する通知・調査等・申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する通知・調査等（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する申請・届出・報告（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係文書 安全衛生に関するもの アレルギー抗体検査（平成２５年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する通知・調査等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する教育訓練（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する通知・調査等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する審査（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する教育訓練（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 情報公開の開示に関するもの 動物実験開示請求（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する通知・調査等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する教育訓練（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する通知・調査等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する学内放射線施設の定期検査・点検（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する教育訓練（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素管理専門委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する通知・調査等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する教育訓練（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知・調査等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する通知・調査・申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 輸入サル飼育手続等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物飼養に関する通知・調査・申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する通知・調査（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 疫学研究に関するもの 疫学研究に関する通知・調査等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する通知・調査等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒト幹細胞研究に関するもの ヒト幹細胞研究に関する通知・調査等・申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する通知・調査等（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する申請・届出・報告（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係文書 安全衛生に関するもの アレルギー抗体検査（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 事故報告に関するもの 事故報告関係（平成２６年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する通知・調査等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する教育訓練（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する通知・調査等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する審査（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する教育訓練（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 情報公開の開示に関するもの 動物実験開示請求（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する通知・調査等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する教育訓練（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する通知・調査等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する学内放射線施設の定期検査・点検（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する教育訓練（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素管理専門委員会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する通知・調査等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する教育訓練（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知・調査等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する通知・調査・申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 輸入サル飼育手続等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物飼養に関する通知・調査・申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する通知・調査（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 疫学研究に関するもの 疫学研究に関する通知・調査等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する通知・調査等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒト幹細胞研究に関するもの ヒト幹細胞研究に関する通知・調査等・申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する通知・調査等（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する申請・届出・報告（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係文書 安全衛生に関するもの アレルギー抗体検査（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 事故報告に関するもの 事故報告関係（平成２７年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する通知・調査等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する審査（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの 遺伝子組換え実験に関する教育訓練（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 遺伝子組換え実験安全委員会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する通知・調査等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する審査（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 動物実験に関するもの 動物実験に関する教育訓練（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 動物実験委員会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 情報公開の開示に関するもの 動物実験開示請求（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する通知・調査等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 病原体等使用実験に関するもの 病原体等使用実験に関する教育訓練（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 病原体等安全管理委員会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する通知・調査等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する学内放射線施設の定期検査・点検（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 放射性同位元素等管理に関する教育訓練（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素等管理委員会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 放射性同位元素管理専門委員会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する通知・調査等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 Ｘ線装置等管理に関するもの Ｘ線装置等管理に関する教育訓練（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの X線管理専門委員会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する通知・調査等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 核燃料・国際規制物資管理に関するもの 核燃料・国際規制物資管理に関する申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際規制物資管理専門委員会（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 特定外来生物に関する通知・調査・申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定外来生物に関するもの 輸入サル飼育手続等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 特定（危険）動物に関するもの 特定（危険）動物飼養に関する通知・調査・申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する通知・調査（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 麻薬・向精神薬に関するもの 麻薬・向精神薬に関する申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 疫学研究に関するもの 疫学研究に関する通知・調査等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する通知・調査等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関するもの ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 ヒト幹細胞研究に関するもの ヒト幹細胞研究に関する通知・調査等・申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する通知・調査等（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 臨床研究に関するもの 臨床研究に関する申請・届出・報告（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 安全衛生関係文書 安全衛生に関するもの アレルギー抗体検査（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部総務課安全衛生室 研究関係文書 事故報告に関するもの 事故報告関係（平成２８年度） 総務企画部総務課安全衛生室長 研究安全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課安全衛生室長 総務企画部総務課安全衛生室研究安全担当 廃棄
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成１８年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成１９年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成２０年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成２１年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成２２年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成２３年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 会議 学内会議 広報室会議（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 広報 広報 構内撮影・取材申込書（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 構内撮影・取材申込書（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 構内撮影・取材申込書（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 報道関係（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 報道関係（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 報道関係（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 国内ランキング関係（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 国内ランキング関係（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 国内ランキング関係（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 調査等（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 調査等（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 調査等（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 観光情報・情報誌等（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 観光情報・情報誌等（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 観光情報・情報誌等（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 北海道マラソン（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 北海道マラソン（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 北海道マラソン（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 記者懇談会（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 記者懇談会（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 行事・式典 行事 ノーベル賞関係（平成１８～２６年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 行事・式典 行事 ノーベル賞関係（平成２７～年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第１号～第２号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第３号～第６号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第７号～第９号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第１０号～第１３号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第１４号～第１７号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第１８号～第２０号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第２１号～第２４号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第２５号～第２８号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第２９号～第３１号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第３２号～第３４号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第３５号～第３８号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第３９号～第４２号） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第４３号～第４６号） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第４７号～第５０号） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第５１号～第５２号） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第５３号～第５４号） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第５５号～第５６号） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ（第５７号） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ作成（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 旧農学部図書館 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ作成（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 旧農学部図書館 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ作成（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ作成（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 リテラポプリ作成（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（昭和６３年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成元年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成３年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成４年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成５年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成６年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成７年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成８年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成９年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１０年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
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総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１１年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１２年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１３年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１４年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１５年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１６年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１７年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１８年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成１９年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２０年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２１年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２２年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２３年度） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 4F書庫 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要作成（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要作成（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要作成（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要作成（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学概要作成（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和９～１７年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1933年度 1934/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和２９～３９年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1954年度 1955/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和３９～４５年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1964年度 1965/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和４６～４９年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1971年度 1972/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和５０～５３年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1975年度 1976/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和５４～５６年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1979年度 1980/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和５７～５８年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1982年度 1983/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和５９～６０年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1984年度 1985/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和６１～６２年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1986年度 1987/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（昭和６３～平成元年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２～３年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成４～５年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成６～７年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成８～９年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成１０～１１年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成１２～１３年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成１４～１５年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成１６～１７年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成１８～１９年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２０年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２１年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２２年） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２３年） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２４年） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２５年） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２６年） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２７年） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２８年） 総務企画部広報課長 広報室広報・渉外係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北大時報（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和７～１５年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1932年度 1933/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和２２～２７年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1947年度 1948/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和２８～３２年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1953年度 1954/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和３４～３６年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1959年度 1960/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和３７～４０年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1962年度 1963/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和４１～４３年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1966年度 1967/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和４４～４６年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1969年度 1970/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和４７～４９年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1972年度 1973/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和５０～５２年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1975年度 1976/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和５３～５５年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1978年度 1979/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和５６～５８年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1981年度 1982/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和５９～６１年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1984年度 1985/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（昭和６２～６３年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1987年度 1988/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成元～２年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成３～４年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
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総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成５～６年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成７～８年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成９～１０年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成１１～１２年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成１３～１４年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成１５～１６年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成１７～１８年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成１９～２０年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成２１年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成２２年度） 総務部広報課長 広報室情報公開係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成２３年度） 総務企画部広報課長 広報室情報公開係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報室情報公開係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報室情報公開係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報室情報公開係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報室情報公開係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報室情報公開係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録作成（平成２３年度） 総務企画部広報課長 広報課情報公開担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録作成（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録作成（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録作成（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録作成（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 職員録作成（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 予算関係（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 予算関係（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 予算関係（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 予算関係（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 予算関係（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 東京オフィス（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 東京オフィス（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 東京オフィス（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 東京オフィス（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 東京オフィス（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 国立大学協会（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 国立大学協会（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 国立大学協会（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学読本（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 資料 本学の資料 北海道大学読本（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課広報・渉外担当 廃棄
総務企画部広報課 会議 学内会議 １２５周年記念式典・祝賀会作業部会 総務部広報課長 総務課情報公開担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 広報 ホームページ ホームページ関係（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 ホームページ ホームページ関係（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 ホームページ ホームページ関係（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 ホームページ ホームページ関係（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 ホームページ ホームページ関係（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課卒業生・基金事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 卒業生 卒業生向けインターネットサービス（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 卒業生 卒業生向けインターネットサービス（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 卒業生 卒業生向けインターネットサービス（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課卒業生・基金事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 卒業生 ホームカミングデー２０１４ 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 卒業生 ホームカミングデー２０１５ 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 卒業生 ホームカミングデー２０１６ 総務企画部広報課長 広報課広報・渉外担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 緑のビアガーデン（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 緑のビアガーデン（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 緑のビアガーデン（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課卒業生・基金事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 行事・式典 記念事業 ポプラ並木再生記念関係 総務部広報課長 広報課情報公開係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 行事・式典 記念事業 創基１２５周年記念式典・祝賀会 総務部広報課長 広報課情報公開担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成１９年度） 総務部広報課長 基金事務室 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成２０年度） 総務部広報課長 基金事務室 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成２１年度） 総務部広報課長 基金事務室 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成２２年度） 総務部広報課長 基金事務室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成２３年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成２４年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成２５年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成２６年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成２７年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 基金室会議（平成２８年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成１９年度） 総務部広報課長 基金事務室 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成２０年度） 総務部広報課長 基金事務室 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成２１年度） 総務部広報課長 基金事務室 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成２２年度） 総務部広報課長 基金事務室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成２３年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成２４年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成２５年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成２６年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成２７年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 学内会議 北大フロンティア基金マネージメントグループ会議（平成２８年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成１９年度） 総務部広報課長 基金事務室 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成２０年度） 総務部広報課長 基金事務室 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成２１年度） 総務部広報課長 基金事務室 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成２２年度） 総務部広報課長 基金事務室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成２３年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成２４年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成２５年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成２６年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成２７年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金関係（平成２８年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（銀行）（平成２４年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（銀行）（平成２５年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（銀行）（平成２６年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（銀行）（平成２７年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（銀行）（平成２８年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（郵便局）（平成２４年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（郵便局）（平成２５年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（郵便局）（平成２６年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（郵便局）（平成２７年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 寄附金受入票（郵便局）（平成２８年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 奨学金受入票（銀行）（平成２８年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 奨学金受入票（郵便局）（平成２８年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 企業寄附申込関係（平成２４年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 企業寄附申込関係（平成２５年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 企業寄附申込関係（平成２６年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 企業寄附申込関係（平成２７年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 企業寄附申込関係（平成２８年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金の支援事業（平成２４年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金の支援事業（平成２５年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金の支援事業（平成２６年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金の支援事業（平成２７年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 フロンティア基金 フロンティア基金 基金の支援事業（平成２８年度） 総務企画部広報課長 基金事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 連合同窓会 連合同窓会関係（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 連合同窓会 連合同窓会関係（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 連合同窓会 連合同窓会関係（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 連合同窓会 連合同窓会関係（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 卒業生 連合同窓会 連合同窓会関係（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課卒業生・基金事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 道民カレッジ（連携講座）関係（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 道民カレッジ（連携講座）関係（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 道民カレッジ（連携講座）関係（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 道民カレッジ（連携講座）関係（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 道民カレッジ（連携講座）関係（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課卒業生・基金事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 北海道大学公開講座（平成２４年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 北海道大学公開講座（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 北海道大学公開講座（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 北海道大学公開講座（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 北海道大学公開講座（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課卒業生・基金事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 平成２６年度　サイエンスアイ関係 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 平成２７年度　サイエンスアイ関係 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 開放事業 公開講座 平成２８年度　サイエンスアイ関係 総務企画部広報課長 広報課卒業生・基金事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課卒業生・基金事務担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 業務支援室（平成２５年度） 総務企画部広報課長 広報課地域連携・基金事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課業務支援室担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 業務支援室（平成２６年度） 総務企画部広報課長 広報課業務支援室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課業務支援室担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 業務支援室（平成２７年度） 総務企画部広報課長 広報課業務支援室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課業務支援室担当 廃棄
総務企画部広報課 広報 広報 業務支援室（平成２８年度） 総務企画部広報課長 広報課業務支援室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部広報課長 総務企画部広報課業務支援室担当 廃棄
総務企画部人事課 その他 その他総務 タクシーチケット交付申請書（平成２８年） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 その他 その他総務 タクシーチケット受払簿（平成２８年） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 その他 その他総務 雑件（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織再編関係（事務局） 法人移行準備事務室 法人移行準備事務室 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織再編関係（合同事務処理部門） 法人移行準備事務室 法人移行準備事務室 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務局事務組織規程 法人移行準備事務室 法人移行準備事務室 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織の再編（平成１６年８月～） 総務部総務課長 総務課企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成１６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成１７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成１８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成１９年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成２０年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成２１年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成２２年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務組織及び定員（措置数）関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務局における非正規職員の配置関係（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務局における非正規職員の配置関係（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務局における非正規職員の配置関係（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務局における非正規職員の配置関係（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務局における非正規職員の配置関係（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部総務課 その他 事務組織 事務局における非正規職員の配置関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課企画担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等総務担当部課長会議（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等総務担当部課長会議（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等総務担当部課長会議（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 会議 学内会議 人事委員会（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 会議 学内会議 人事委員会（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 機構・定員 定員 教職員定員通知（平成１１年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 教職員定員通知（平成１２年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 教職員定員通知（平成１３年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 教職員定員通知（平成１４年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 教職員定員通知（平成１５年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 教職員定員通知（平成２年度～平成１０年度） 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 第１０次定員削減に関する書類 総務部人事課長 人事課任用掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 第８次定員削減に関する書類 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 第９次定員削減に関する書類 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 流用定員に関する書類（平成１３年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 機構・定員 定員 流用定員に関する書類（平成１４年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 指定職適用 指定職適用者人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 指定職適用 指定職適用者人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成19年） 総務部人事課長 人事課給与第一係 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成20年） 総務部人事課長 人事課給与第一係 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成21年） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成22年） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成23年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成24年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成25年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成26年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成27年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第５７６号準用者調書類（平成28年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成１９年） 総務部人事課長 人事課給与第一係 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成２０年） 総務部人事課長 人事課給与第一係 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成２１年） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成２２年） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成２３年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成２４年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成２５年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成２6年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成２7年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 給実乙第７４号準用者調書類（平成２８年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 職務内容調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給（任用異動を伴う昇格・降格を含む。） 職務内容調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 基本給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 再（仮定）計算調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 再（仮定）計算調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 再（仮定）計算調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 再（仮定）計算調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 初任給異動・俸給表異動 再（仮定）計算調書 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 基本年俸等の改定 基本年俸・業績給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 基本年俸等の改定 基本年俸・業績給決定確認票（これに類する調書等を含む。） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 級及び俸給月額調書 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 勤務成績証明書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 勤務成績証明書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 昇格の内部基準 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 人事異動伺 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成19年） 総務部人事課長 人事課給与第一係 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成20年） 総務部人事課長 人事課給与第一係 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成21年） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成22年） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成23年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成24年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成25年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成26年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成27年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇格・降格 標準級台帳（平成28年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（昭和６２年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成元年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成０２年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成０３年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成０４年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成０５年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成０６年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成０７年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成０８年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成０９年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成１０年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成１１年度） 総務部人事課長 人事課第一給与掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成１２年度） 総務部人事課長 人事課給与掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成１３年度） 総務部人事課長 人事課給与掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成１４年度） 総務部人事課長 人事課給与掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 定数関係 級別定数台帳（平成１５年度） 総務部人事課長 人事課給与掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 特別昇給 勤務成績証明書 総務部人事課長 人事課給与第一係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 特別昇給 人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 特別昇給 特別昇給者名簿 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 特別昇給 特別昇給調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 普通昇給 勤務成績証明書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 普通昇給 人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 普通昇給 普通昇給調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 人事異動伺 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 昇給調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 昇給調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 昇給調書 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 昇給調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 昇給調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 昇給調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 昇給調書 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 昇給調書 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 昇給 昇給調書 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成19年度） 総務部人事課長 人事課給与第一係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成20年度） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成21年度） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成22年度） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成23年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成24年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成25年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成26年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成27年度） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 復職時調整 復職時調整等調書（平成28年度） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 俸給の切替 俸給の切替調書，比較表 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 競争的資金獲得加算額 競争的資金獲得加算額関係（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 給与決定関係 競争的資金獲得加算額 競争的資金獲得加算額関係（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 業績評価 業績評価 業績評価関係（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 業績評価 業績評価 業績評価関係（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 年俸制関係 年俸制導入促進費 年俸制導入促進費計算書（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 年俸制関係 年俸制導入促進費 年俸制導入促進費計算書（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 その他の給与関係 役員給与関係 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成１９年度） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成２０年度） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成２１年度） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成２２年度） 総務部人事課長 人事課基本給担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成２6年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成２7年度） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 届出 役員・職員報酬等支給基準の届出（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 賃金構造基本統計調査（平成２４年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 賃金構造基本統計調査（平成２５年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 賃金構造基本統計調査（平成２6年） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 賃金構造基本統計調査（平成２7年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 賃金構造基本統計調査（平成２８年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 在職状況統計報告（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 在職状況統計報告（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 在職状況統計報告（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 在職状況統計報告（平成２7年度） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 在職状況統計報告（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 役職員の報酬・給与について 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 役職員の報酬・給与について 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 役職員の報酬・給与について 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 役職員の報酬・給与について 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 その他の給与関係 調査・報告 役職員の報酬・給与について 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 勤務評定 勤務評定 勤務評定（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 勤務評定 勤務評定 勤務評定（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 勤務評定 勤務評定 勤務評定（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 勤務評定 勤務評定 勤務評定（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 事務職員ＳＤ研修 事務職員ＳＤ研修関係（平成２６年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 事務職員ＳＤ研修 事務職員ＳＤ研修関係（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 事務職員ＳＤ研修 事務職員ＳＤ研修関係（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 北海道地区国立大学法人等技術職員研修 北海道地区国立大学法人等技術職員研修関係（平成２６年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 北海道地区国立大学法人等技術職員研修 北海道地区国立大学法人等技術職員研修関係（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 北海道地区国立大学法人等技術職員研修 北海道地区国立大学法人等技術職員研修関係（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 教育研究支援本部 教育研究支援本部 教育研究支援本部関係（平成２０年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 教育研究支援本部 教育研究支援本部 教育研究支援本部関係（平成２１年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 教育研究支援本部 教育研究支援本部 教育研究支援本部関係（平成２２年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 教育研究支援本部 教育研究支援本部 教育研究支援本部関係（平成２３年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 教育研究支援本部 教育研究支援本部 教育研究支援本部関係（平成２４年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 教育研究支援本部 技術支援本部 技術支援本部関係（平成２５年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 教育研究支援本部 技術支援本部 技術支援本部関係（平成２６年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 技術支援本部 技術支援本部 技術支援本部関係（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 技術支援本部 技術支援本部 技術支援本部関係（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 教育研究支援本部 技術支援本部 技術職員研修検討ＷＧ（平成２６年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 技術支援本部 技術支援本部 技術職員研修検討ＷＧ（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 技術支援本部 技術支援本部 技術職員研修検討ＷＧ（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 教育研究支援本部 技術支援本部 技術職員の全国的研修会等参加への支援（平成２６年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課 技術支援本部 技術支援本部 技術職員の全国的研修会等参加への支援（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２７年度） 総務部企画人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２７年度） 総務部企画人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 技術支援本部 技術支援本部 技術職員の全国的研修会等参加への支援（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 寒冷地手当 世帯等の区分決定関係書類（平成２６年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 寒冷地手当 世帯等の区分決定関係書類（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 寒冷地手当 世帯等の区分決定関係書類（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 期末手当 在職期間算出関係書類 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 期末手当 在職期間算出関係書類 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 期末手当 在職期間算出関係書類 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 期末手当 在職期間算出関係書類 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 期末手当 在職期間算出関係書類 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 勤勉手当 勤務期間算出関係書類 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 勤勉手当 勤務期間算出関係書類 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 勤勉手当 勤務期間算出関係書類 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 勤勉手当 勤務期間算出関係書類 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 勤勉手当 勤務期間算出関係書類 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 勤勉手当 成績率決定関係書類 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 勤勉手当 成績率決定関係書類 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 勤勉手当 成績率決定関係書類 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1995年 1996/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 住居手当 住居届 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1995年 1996/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 住居手当 認定に係る添付書類 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1995年 1996/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 初任給調整手当 初任給調整手当支給調書 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1995年 1996/4/1 支給事由消滅から10年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２６年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1998年 1999/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任届 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1998年 1999/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 単身赴任手当 認定に係る添付書類 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1998年 1999/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 調整手当 調整手当異動保障台帳（平成８年度～） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1996年度 1997/4/1 保障終了から3年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1993年 1994/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 通勤手当 通勤届 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1993年 1994/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 扶養手当 認定に係る添付書類 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1993年 1994/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1993年 1994/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1993年 1994/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成１９年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成２０年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成２１年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成２２年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成２３年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成２４年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成２５年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成２６年度） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 授業担当状況表（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成１９年） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成２０年） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成２１年） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成２２年） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成２３年） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成２４年） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成２５年） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成２６年） 総務部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成２７年） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の調整額 職務内容調書（平成２８年） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 諸手当関係 俸給の特別調整額 俸給の特別調整額台帳（平成８年度～） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1996年度 1997/4/1 支給終了から3年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 ユニバーシティプロフェッサーの称号付与に関するもの ユニバーシティプロフェッサー関係 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成１７年度） 総務部人事課長 人事課任用計画係 2005年度 2006/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成１８年度） 総務部人事課長 人事課人事第二係 2006年度 2007/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成１９年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2007年度 2008/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成２０年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2008年度 2009/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成２１年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2009年度 2010/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成２２年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2010年度 2011/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成２３年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2011年度 2012/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2012年度 2013/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2013年度 2014/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2014年度 2015/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2015年度 2016/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 審議経過（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2016年度 2017/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成１８年度） 総務部人事課長 人事課人事第二係 2006年度 2007/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成１９年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2007年度 2008/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成２０年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2008年度 2009/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成２１年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2009年度 2010/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成２２年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2010年度 2011/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成２３年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2011年度 2012/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2012年度 2013/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2013年度 2014/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2014年度 2015/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2015年度 2016/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 人事異動通知書（写）（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2016年度 2017/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成１８年度） 総務部人事課長 人事課人事第二係 2006年度 2007/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成１９年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2007年度 2008/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成２０年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2008年度 2009/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成２１年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2009年度 2010/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成２２年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2010年度 2011/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成２３年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2011年度 2012/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2012年度 2013/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2013年度 2014/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2014年度 2015/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2015年度 2016/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員の称号付与 履歴書（写）（平成２8年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2016年度 2017/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 叙勲・表彰・称号授与等 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与に関するもの ディスティングイッシュトプロフェッサー関係 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当 2016年度 2017/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動資料（各種名簿等）（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動資料（各種名簿等）（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動資料（各種名簿等）（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動資料（各種名簿等）（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動資料（各種名簿等）（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動内示書（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動内示書（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動内示書（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動内示書（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 人事異動内示書（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 出向協定書（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 出向協定書（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 出向協定書（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 出向協定書（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 人事異動 出向協定書（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 台帳 教官総括台帳（平成１１年～平成１２年） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 台帳 教官総括台帳（平成１２年～） 総務部人事課長 人事課任用掛 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 台帳 教官総括台帳（平成２年～平成１１年） 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1990年 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 台帳 事務系総括台帳（昭和６３年～平成４年） 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1988年 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 台帳 事務系総括台帳（平成１１年） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 台帳 事務系総括台帳（平成１２年～） 総務部人事課長 人事課任用掛 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事異動関係 台帳 事務系総括台帳（平成４年～平成１１年） 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1992年 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 人事情報 人事管理情報システム 個人番号取得システム（G．P．N．S) 総務部人事課長 人事課情報掛 2002年 2003/4/1 常用 未定 電子（人事システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 人事情報 人事管理情報システム 新人事システムマニュアル 総務部人事課長 人事課情報掛 2001年 2002/4/1 常用 未定 電子（人事システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 人事情報 人事管理情報システム 人事情報電算データ 総務部人事課長 人事課第二任用掛 1999年 2000/4/1 常用 未定 電子（人事システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 勤務日数証明書（平成２６年） 総務企画部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 勤務日数証明書（平成２7年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 退職手当額計算書（平成２６年） 総務企画部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 退職手当額計算書（平成２7年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 退職手当額計算書（平成２８年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 退職手当支給伺（平成２６年） 総務企画部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 退職手当支給伺（平成２7年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 地方公共団体等の履歴書及び退職手当支給の有無証明書（平成２６年） 総務企画部人事課長 人事課諸手当担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 地方公共団体等の履歴書及び退職手当支給の有無証明書（平成２７年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 退職手当 地方公共団体等の履歴書及び退職手当支給の有無証明書（平成２８年） 総務企画部人事課長 人事課給与総括担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（昭和５４年度～昭和５５年度） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（昭和５６年度～昭和５７年度） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（昭和５８年度～昭和５９年度） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（昭和６０年度～昭和６１年度） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（昭和６２年度～昭和６３年度） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（平成元年度～平成０２年度） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（平成０３年度～平成０４年度） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（平成０５年度～平成１０年度） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（平成１１年度） 総務部人事課長 人事課第二給与掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 退職手当決定関係 台帳 退職手当台帳（平成１２年度～） 総務部人事課長 人事課給与掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 台帳 個人番号台帳（昭和４７年～） 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1971年 1972/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 台帳 退職者名簿 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1989年 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 調査・報告 高齢者雇用状況報告（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 調査・報告 高齢者雇用状況報告（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 調査・報告 高齢者雇用状況報告（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 調査・報告 身体障害者雇用状況報告（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 調査・報告 身体障害者雇用状況報告（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 調査・報告 身体障害者雇用状況報告（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 割愛に関する資料 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 健康診断書 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 戸籍抄本 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後7年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 在職期間等証明書 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後8年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 在留期間を確認できる書類 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後9年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 試験採用に関する原議書（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 試験採用に関する原議書（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 試験採用に関する原議書（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 辞職願 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後9年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 承諾書 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後9年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 身分証明書（市町村発行） 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後9年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成１９年） 総務部人事課長 人事課人事第一係 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成２０年） 総務部人事課長 人事課事務系人事担当 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成２１年） 総務部人事課長 人事課事務系人事担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成２２年） 総務部人事課長 人事課事務系人事担当 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成２３年） 総務部人事課長 人事課事務系人事担当 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成２４年） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成２５年） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成２６年） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成２７年） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動上申書（平成２８年） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事異動通知書（写） 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 退職後30年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事記録 庶務部人事課長 人事課任用掛 1951年 1952/4/1 常用 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 人事記録 庶務部人事課長 人事課任用掛 1951年 1952/4/1 常用 未定 電子（人事システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 宣誓書 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 退職後30年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 卒業証明書，免許資格等に関する証明書(写) 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 退職後30年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 退職勧奨に関する原議書（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 退職勧奨に関する原議書（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 退職勧奨の記録（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 退職勧奨の記録（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 早期退職制度（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 早期退職制度（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 早期退職制度（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 早期退職制度（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 同意書 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 退職後30年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 部局長等選考報告書（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 部局長等選考報告書（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 部局長等選考報告書（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 部局長等選考報告書（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 部局長等選考報告書（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 分課命令（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 分課命令（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 分課命令（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 分課命令（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 分課命令（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 面接関係資料（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 面接関係資料（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 面接関係資料（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 定員内職員 履歴書 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1972年 1973/4/1 退職後30年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用台帳（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用台帳（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用台帳（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用台帳（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用台帳（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用変更調書（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用変更調書（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用変更調書（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用変更調書（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用変更調書（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 健康診断書（総務部関係職員のみ） 庶務部人事課長 人事課第二任用掛 1997年 1998/4/1 退職後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 戸籍抄本等（総務部関係職員のみ） 庶務部人事課長 人事課第二任用掛 1997年 1998/4/1 退職後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 人事記録 総務部人事課長 人事課第一任用掛 2006年度 2007/4/1 退職後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 卒業証明書（総務部関係職員のみ） 総務部人事課長 人事課第二任用掛 1997年 1998/4/1 退職後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 単価決定資料・原議書（総務部関係職員のみ　平成２１年度～） 総務部人事課長 人事課人事第二係 2009年度 2010/4/1 8年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用協議に関する書類（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用協議に関する書類（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用協議に関する書類（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用協議に関する書類（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用協議に関する書類（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課教員人事担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 高齢者雇用（再雇用）（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 高齢者雇用（再雇用）（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 高齢者雇用（再雇用）（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 高齢者雇用（再雇用）（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 高齢者雇用（再雇用）（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 障害者雇用（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 障害者雇用（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 障害者雇用（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 障害者雇用（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 任免関係 その他任免 障害者雇用（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保管庫 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（昭和６１年～） 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1986年 1987/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成９年） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1997年 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１０年） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1998年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１１年） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１２年） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１３年） 総務部人事課長 人事課総務掛 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１４年） 総務部人事課長 人事課総務掛 2002年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１５年） 総務部人事課長 人事課総務掛 2003年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１６年） 総務部人事課長 人事課企画調査係 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１７年） 総務部人事課長 人事課任用計画係 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１８年） 総務部人事課長 人事課任用計画係 2006年 2007/4/1 30年 2037/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成１９年） 総務部人事課長 人事課人事第一係 2007年 2008/4/1 30年 2038/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成２０年） 総務部人事課長 人事課事務系人事担当 2008年 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成２１年） 総務部人事課長 人事課事務系人事担当 2009年 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成２２年） 総務部人事課長 人事課事務系人事担当 2010年 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成２３年） 総務部人事課長 人事課事務系人事担当 2011年 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成２４年） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2012年 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成２５年） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2013年 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成２６年） 総務企画部人事課長 人事課事務系人事担当 2014年 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成２７年） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2015年 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大秘）（平成２８年） 総務企画部人事課長 人事課人事総括担当 2016年 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務企画部人事課人事総括担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の口座振込に関するもの 給与口座振込及び変更申込書 総務企画部人事課長 申請者 1977年度 1978/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（２２年） 総務企画部人事課長 申告者 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（２３年） 総務企画部人事課長 申告者 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（２４年） 総務企画部人事課長 申告者 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（２５年） 総務企画部人事課長 申告者 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（２６年） 総務企画部人事課長 申告者 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（２７年） 総務企画部人事課長 申告者 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（２８年） 総務企画部人事課長 申告者 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２２年） 総務企画部人事課長 申告者 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２３年） 総務企画部人事課長 申告者 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２４年） 総務企画部人事課長 申告者 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２５年） 総務企画部人事課長 申告者 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２６年） 総務企画部人事課長 申告者 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２７年） 総務企画部人事課長 申告者 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２８年） 総務企画部人事課長 申告者 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２２年） 総務企画部人事課長 申告者 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２３年） 総務企画部人事課長 申告者 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２４年） 総務企画部人事課長 申告者 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２５年） 総務企画部人事課長 申告者 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２６年） 総務企画部人事課長 申告者 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２７年） 総務企画部人事課長 申告者 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与所得者の申告に関するもの 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２８年） 総務企画部人事課長 申告者 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与支給に関するもの 給与支給データ（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子（給与システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与支給に関するもの 給与支給データ（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 電子（給与システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与支給に関するもの 給与支給データ（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子（給与システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与支給に関するもの 給与支給データ（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子（給与システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与支給に関するもの 給与支給データ（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子（給与システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与支給に関するもの 給与支給データ（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子（給与システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与支給に関するもの 給与支給データ（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子（給与システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の口座振込に関するもの 預金口座振替依頼書 総務企画部人事課長 申請者 1996年度 1997/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権差押関係（２４年度） 総務企画部人事課長 裁判所 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権差押関係（２５年度） 総務企画部人事課長 裁判所 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権差押関係（２６年度） 総務企画部人事課長 裁判所 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権差押関係（２７年度） 総務企画部人事課長 裁判所 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権差押関係（２８年度） 総務企画部人事課長 裁判所 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権発生にかかる戻入（回収）計算書（給与）（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権発生にかかる戻入（回収）計算書（給与）（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権発生にかかる戻入（回収）計算書（給与）（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権発生にかかる戻入（回収）計算書（給与）（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 債権発生にかかる戻入（回収）計算書（給与）（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 過年度返納申請関係（給与分）（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 過年度返納申請関係（給与分）（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 過年度返納申請関係（給与分）（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 過年度返納申請関係（給与分）（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 過年度返納申請関係（給与分）（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 返納金計算書（給与分）（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 返納金計算書（給与分）（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 返納金計算書（給与分）（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 返納金計算書（給与分）（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与の過年度追給・返納および差押に関するもの 返納金計算書（給与分）（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 賞与等支払届（２０年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2008年度 2009/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 賞与等支払届（２１年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 賞与等支払届（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 賞与等支払届（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 賞与等支払届（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 賞与等支払届（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 賞与等支払届（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 賞与等支払届（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 賞与等支払届（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者異動承認通知書（２０年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2008年度 2009/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者異動承認通知書（２１年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者異動承認通知書（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者異動承認通知書（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者異動承認通知書（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者異動承認通知書（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者異動承認通知書（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者異動承認通知書（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者異動承認通知書（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２０年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2008年度 2009/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２１年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２２年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２３年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２４年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２５年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２６年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２７年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２８年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格喪失確認通知（２０年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2008年度 2009/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格喪失確認通知（２１年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格喪失確認通知（２２年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格喪失確認通知（２３年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格喪失確認通知（２４年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格喪失確認通知（２５年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格喪失確認通知（２６年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格喪失確認通知（２７年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者資格喪失確認通知（２８年度） 総務企画部人事課長 社会保険事務所 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者標準報酬改定通知書（２０年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2008年度 2009/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者標準報酬改定通知書（２１年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者標準報酬改定通知書（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者標準報酬改定通知書（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者標準報酬改定通知書（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者標準報酬改定通知書（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者標準報酬改定通知書（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者標準報酬改定通知書（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 被保険者標準報酬改定通知書（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 厚生年金保険年金記録確認関係書類（２０年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2008年度 2009/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 厚生年金保険年金記録確認関係書類（２１年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 厚生年金保険年金記録確認関係書類（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 厚生年金保険年金記録確認関係書類（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 厚生年金保険年金記録確認関係書類（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 厚生年金保険年金記録確認関係書類（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 厚生年金保険年金記録確認関係書類（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 厚生年金保険年金記録確認関係書類（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 厚生年金保険年金記録確認関係書類（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（１８年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2006年度 2007/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（１９年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2007年度 2008/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（２０年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2008年度 2009/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（２１年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（２２年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（２３年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（２４年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（２５年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（２６年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（２７年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）（２８年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（１８年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2006年度 2007/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（１９年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2007年度 2008/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（２０年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2008年度 2009/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（２１年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（２２年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（２３年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（２４年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（２５年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（２６年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（２７年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）（２８年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（１８年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2006年度 2007/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（１９年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2007年度 2008/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（２０年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2008年度 2009/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（２１年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（２２年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（２３年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（２４年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（２５年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（２６年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（２７年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の通知書（事業主通知用）（２８年度） 総務企画部人事課長 ハローワーク 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（１８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与第三係 2006年度 2007/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（１９年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2007年度 2008/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（２０年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2008年度 2009/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（２１年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
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総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控）（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（１８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与第三係 2006年度 2007/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（１９年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2007年度 2008/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（２０年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2008年度 2009/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（２１年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険被保険者に係るその他の証明書（事業主控）（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 健康保険給付申請書（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 健康保険給付申請書（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険給付申請書（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険給付申請書（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険給付申請書（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 健康保険給付申請書（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 健康保険給付申請書（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事業主控）（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 4年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事業主控）（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 4年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事業主控）（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 4年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（健康保険、厚生年金保険）及び労働保険に関するもの 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（事業主控）（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 4年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（１９年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2007年度 2008/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（２０年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2008年度 2009/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（２１年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 社会保険（雇用保険）に関するもの 外国人雇用状況届出書（写）（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税台帳（２４年度） 総務企画部人事課長 市町村 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税台帳（２５年度） 総務企画部人事課長 市町村 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税台帳（２６年度） 総務企画部人事課長 市町村 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税台帳（２７年度） 総務企画部人事課長 市町村 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税台帳（２８年度） 総務企画部人事課長 市町村 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税道民税特別徴収税額の変更，決定通知書（２４年度） 総務企画部人事課長 市町村 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税道民税特別徴収税額の変更，決定通知書（２５年度） 総務企画部人事課長 市町村 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税道民税特別徴収税額の変更，決定通知書（２６年度） 総務企画部人事課長 市町村 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税道民税特別徴収税額の変更，決定通知書（２７年度） 総務企画部人事課長 市町村 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 住民税道民税特別徴収税額の変更，決定通知書（２８年度） 総務企画部人事課長 市町村 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２４年度） 総務企画部人事課長 担当部局 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２５年度） 総務企画部人事課長 担当部局 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２６年度） 総務企画部人事課長 担当部局 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２７年度） 総務企画部人事課長 担当部局 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 住民税に関するもの 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２８年度） 総務企画部人事課長 担当部局 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 源泉徴収票（給与支払報告書） 給与支払報告（２２年） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 源泉徴収票（給与支払報告書） 給与支払報告（２３年） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 源泉徴収票（給与支払報告書） 給与支払報告（２４年） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 源泉徴収票（給与支払報告書） 給与支払報告（２５年） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 源泉徴収票（給与支払報告書） 給与支払報告（２６年） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 源泉徴収票（給与支払報告書） 給与支払報告（２７年） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 源泉徴収票（給与支払報告書） 給与支払報告（２８年） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（給与関係）（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（給与関係）（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（給与関係）（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（給与関係）（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（給与関係）（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（給与関係）（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（給与関係）（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 扶養控除等の控除是正報告書（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 扶養控除等の控除是正報告書（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 扶養控除等の控除是正報告書（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 扶養控除等の控除是正報告書（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 扶養控除等の控除是正報告書（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 扶養控除等の控除是正報告書（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 所得税に関するもの 扶養控除等の控除是正報告書（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 退職所得の受給に関する申告書（２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 退職所得の受給に関する申告書（２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 退職所得の受給に関する申告書（２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 退職所得の受給に関する申告書（２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 退職所得の受給に関する申告書（２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 退職所得の受給に関する申告書（２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 退職所得の受給に関する申告書（２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成１９年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成２０年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成２１年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成２２年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成２３年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成２４年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成２５年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 給与アウトソーシングに関するもの 給与計算関係業務委託（アウトソーシング）関係書類（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 給与関係 証明書の発行に関するもの 給与支給等証明書（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課給与支給担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長 総務部人事課給与支給担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 研修実施計画 年度間実施計画（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 研修実施計画 年度間実施計画（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 研修実施計画 年度間実施計画（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 事務職員民間派遣研修 研修実施計画（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 事務職員民間派遣研修 研修受講者決定（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 事務職員民間派遣研修 研修受講者決定（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 事務職員民間派遣研修 研修受講者決定（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修アンケート集計（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修アンケート集計（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修アンケート集計（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修実施計画（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修実施計画（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修実施計画（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修受講者決定（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修受講者決定（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修受講者決定（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修修了通知（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修修了通知（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 初任職員研修 研修修了通知（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 他機関等主催各種研修 研修受講者決定通知（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 他機関等主催各種研修 研修受講者決定通知（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 他機関等主催各種研修 研修受講者決定通知（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 他機関等主催各種研修 研修修了通知（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 他機関等主催各種研修 研修修了通知（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 他機関等主催各種研修 研修修了通知（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 他機関等主催各種研修 受講候補者推薦依頼（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 他機関等主催各種研修 受講候補者推薦依頼（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 他機関等主催各種研修 受講候補者推薦依頼（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 中堅職員研修 研修アンケート集計（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 中堅職員研修 研修アンケート集計（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 中堅職員研修 研修アンケート集計（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 中堅職員研修 研修受講者決定（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 中堅職員研修 研修受講者決定（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 中堅職員研修 研修修了通知（平成２６年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 中堅職員研修 研修修了通知（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 中堅職員研修 研修修了通知（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 放送大学利用研修（自主研修コース） 研修実施計画（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 放送大学利用研修（自主研修コース） 研修実施計画（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 放送大学利用研修（自主研修コース） 研修実施計画（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 放送大学利用研修（自主研修コース） 研修受講者決定（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 放送大学利用研修（自主研修コース） 研修受講者決定（平成２７年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課 研修 放送大学利用研修（自主研修コース） 研修受講者決定（平成２８年度） 総務企画部人事課長 人事課人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課長

総務企画部人事課給与総括担当・人材育成担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 調査・回答・報告 健康管理者及び安全管理者等の指名及び指名解除（平成８年～） 総務部人事課長 人事課専門員 1996年 1997/1/1 指名解除されるまで 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 調査・回答・報告 健康診断結果報告書（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 調査・回答・報告 健康診断結果報告書（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 調査・回答・報告 健康診断結果報告書（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 調査・回答・報告 健康診断結果報告書（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 調査・回答・報告 健康診断結果報告書（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 調査・回答・報告 重大事故（平成４年～） 総務部人事課長 人事課専門員 1992年 1993/1/1 30年 2023/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 定期健康診断等実施通知（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 定期健康診断等実施通知（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 定期健康診断等実施通知（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 定期健康診断等実施通知（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 定期健康診断等実施通知（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 健康診断個人票（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 健康診断個人票（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 健康診断個人票（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 健康診断個人票（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康診断 健康診断個人票（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康状態把握 裁量労働従事者の健康状態把握に関する報告関係（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康状態把握 裁量労働従事者の健康状態把握に関する報告関係（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康状態把握 裁量労働従事者の健康状態把握に関する報告関係（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康状態把握 裁量労働従事者の健康状態把握に関する報告関係（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 健康状態把握 裁量労働従事者の健康状態把握に関する報告関係（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 ストレスチェック ストレスチェック実施通知（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 ストレスチェック 個人結果評価一覧（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（CD） 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 健康・安全 ストレスチェック 面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 記録簿 災害補償記録簿（昭和３６年～） 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 記録簿 福祉事業記録簿（昭和３６年～） 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 勤務時間割振表（写） 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 健康診断書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 現場写真 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 現認書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 交通事故証明書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 災害補償通知書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 治癒届 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 治癒認定通知書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 出勤簿（写） 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 申立書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 診断書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 通勤届・認定簿（写） 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 災害補償認定・通知 認定申請書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 平均給与額 給与簿等（写） 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 平均給与額 平均給与額決定通知書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 平均給与額 平均給与額算定書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 補償及び福祉事業 レセプト等（写） 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 補償及び福祉事業 災害補償支給決定通知書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 補償及び福祉事業 災害補償請求書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 補償及び福祉事業 年金額等改定額算出書類 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 補償及び福祉事業 福祉事業たる奨学援護金の支給額改定通知書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 補償及び福祉事業 福祉事業支給決定通知書年金額等改定通知書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 補償及び福祉事業 福祉事業支給申請書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 報告 現状報告 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 報告 在学証明書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 報告 住民票等 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 災害補償 報告 卒業証明書 総務部人事課長 人事課研修掛 1961年 1962/1/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室，保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付請求書（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年度 2007/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年度 2008/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年度 2010/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年度 2007/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年度 2008/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年度 2010/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養補償給付たる療養の費用請求書（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年度 2007/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年度 2008/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年度 2010/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付請求書（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年度 2007/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年度 2008/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年度 2010/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年度 2007/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年度 2008/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年度 2010/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 療養給付たる療養の費用請求書（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年度 2007/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年度 2008/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年度 2010/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 請求 休業補償費・法定外休業補償費支給伺（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年度 2007/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年度 2008/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年度 2010/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 報告 労働者死傷病報告（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 記録簿 労働災害記録簿（平成１６年度～） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2004年 2005/1/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 労働災害 記録簿 労働災害報告書（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から10年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成２３年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成２４年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 医学教育等関係業務功労者 推薦関係書類（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 北海道大学教職員表彰 推薦関係書類（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(退職時) 表彰式実施等に関する書類（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 功績調書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成２４年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位審査票（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙勲審査票（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 除籍抄本（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 申請書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 履歴書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 功績調書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 参考資料（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
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総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者の基本事項一覧（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲候補者名簿（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲審査票（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 申請書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 生存者叙勲対象者名簿（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 履歴書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 功績調書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成２５年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成２６年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成２７年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 参考資料（平成２８年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 春秋叙勲の候補者名簿（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲審査票（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 申請書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2006年 2007/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員厚生係 2007年 2008/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成２０年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2008年 2009/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成２１年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2009年 2010/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成２２年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年 2011/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成２３年） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2011年 2012/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成２４年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 履歴書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年 2017/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室　 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成１７年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成２２年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 教職員組合 団体交渉 交渉関係（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成１６年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成１７年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 北海道労働委員会 北海道労働委員会 北海道労働委員会関係（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成１６年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成１７年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選出要項（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成１６年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成１７年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙・過半数代表候補者選出要項（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙・過半数代表候補者選出要項（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成１７年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定説明会（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成１６年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成１７年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 過半数代表者 過半数代表者 労使協定（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成１６年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成１７年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業規則 就業規則 就業規則関係（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 ハラスメント関係 相談員委嘱等（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 ハラスメント関係 相談員委嘱等（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 ハラスメント関係 相談員委嘱等（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課労務管理室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 ハラスメント関係 相談員委嘱等（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課労務管理室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 ハラスメント関係 相談員委嘱等（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課労務管理室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 休暇申請（年次休暇，病気休暇・特別休暇）（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年 2014/1/1 3年 2017/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄 電子申請システム



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 休暇申請（年次休暇，病気休暇・特別休暇）（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年 2015/1/1 3年 2018/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄 電子申請システム

総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 休暇申請（年次休暇，病気休暇・特別休暇）（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年 2016/1/1 3年 2019/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄 電子申請システム

総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 休暇申請（年次休暇，病気休暇・特別休暇）（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年 2017/1/1 3年 2020/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄 電子申請システム

総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２３年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年 2012/1/1 5年 2017/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄 電子申請システム

総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年 2013/1/1 5年 2018/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年 2014/1/1 5年 2019/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年 2015/1/1 5年 2020/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年 2016/1/1 5年 2021/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年 2017/1/1 5年 2022/12/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年 2014/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課労務管理室労務管理担当 2014年 2015/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課労務管理室労務管理担当 2015年 2016/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課労務管理室労務管理担当 2016年 2017/1/1 3年 2020/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間・時間外労働関係書類（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間・時間外労働関係書類（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間・時間外労働関係書類（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 勤務時間及び休暇 時間外労務管理補助者（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成１６年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成１７年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 労働基準監督署 労働基準監督署関係（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 自営兼業関係（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 自営兼業関係（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 自営兼業関係（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 自営兼業関係（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 自営兼業関係（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 部局等の長の兼業（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 部局等の長の兼業（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 部局等の長の兼業（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 部局等の長の兼業（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 部局等の長の兼業（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 役員等兼業（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 役員等兼業（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 役員等兼業（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 役員等兼業（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 役員等兼業（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 本学役員の兼業（総長含む）（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 本学役員の兼業（総長含む）（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 本学役員の兼業（総長含む）（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 本学役員の兼業（総長含む）（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 本学役員の兼業（総長含む）（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業従事時間設定通知書（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業従事時間設定通知書（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業従事時間設定通知書（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業従事時間設定通知書（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業従事時間設定通知書（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業の公表（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業の公表（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業の公表（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業の公表（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 兼業の公表（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 サバティカル研修期間中の兼業（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 サバティカル研修期間中の兼業（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 兼業 サバティカル研修期間中の兼業（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 調査・報告 毎月勤労統計調査（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年 2016/1/1 1年 2017/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 調査・報告 毎月勤労統計調査（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年 2017/1/1 1年 2018/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 倫理法 利害関係者からの依頼により行う講演，著述等に関する申請書（平成２３年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年 2012/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 倫理法 利害関係者からの依頼により行う講演，著述等に関する申請書（平成２４年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年 2013/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 倫理法 利害関係者からの依頼により行う講演，著述等に関する申請書（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年 2014/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 倫理法 利害関係者からの依頼により行う講演，著述等に関する申請書（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年 2015/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 倫理法 利害関係者からの依頼により行う講演，著述等に関する申請書（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年 2016/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 倫理法 利害関係者からの依頼により行う講演，著述等に関する申請書（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年 2017/1/1 5年 2022/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課厚生労務室 服務 贈与 贈与等報告書（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 贈与 贈与等報告書（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 贈与 贈与等報告書（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 贈与 贈与等報告書（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 贈与 贈与等報告書（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 長期病休者報告 長期病休者報告（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 長期病休者報告 長期病休者報告（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 長期病休者報告 長期病休者報告（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 長期病休者報告 長期病休者報告（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 長期病休者報告 長期病休者報告（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 再就職に関する届出等 再就職に関する届出等（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 再就職に関する届出等 再就職に関する届出等（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 就業情報 就業管理システム 就業管理システムマニュアル 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 就業情報 就業管理システム 就業管理システム電算データ 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子（就業管理システム） 共有サーバー内 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 就業情報 就業管理システム 就業管理システム稼動関係（試行・本稼動） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 就業管理システム本稼動から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 育児休業 育児休業 育児休業（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 育児休業 育児休業 育児休業（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 育児休業 育児休業 育児休業（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 育児休業 育児休業 育児休業（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 育児休業 育児休業 育児休業（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（昭和６１年～昭和６２年） 人事課長 人事課職員掛 1986年 1987/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（昭和６２年～昭和６３年） 人事課長 人事課職員掛 1987年 1988/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（昭和６３年～平成１年） 人事課長 人事課職員掛 1988年 1989/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成１０年～平成１２年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成１３年） 人事課長 人事課職員掛 2001年 2002/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成１４年） 人事課長 人事課職員掛 2002年 2003/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成１年～平成３年） 人事課長 人事課職員掛 1989年 1990/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成３年～平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1991年 1992/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成１５年） 人事課長 人事課職員掛 2003年 2004/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成１６年） 人事課長 人事課職員掛 2004年 2005/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成１７年） 人事課長 人事課職員掛 2005年 2006/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒処分書（平成１８年） 人事課長 人事課職員掛 2006年 2007/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（昭和５６年～昭和５７年） 人事課長 人事課職員掛 1981年 1982/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（昭和５７年） 人事課長 人事課職員掛 1982年 1983/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（昭和５７年～昭和６１年） 人事課長 人事課職員掛 1982年 1983/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（昭和６１年～昭和６２年） 人事課長 人事課職員掛 1986年 1987/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（昭和６２年～昭和６３年） 人事課長 人事課職員掛 1987年 1988/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（昭和６３年～平成１年） 人事課長 人事課職員掛 1988年 1989/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１０年～平成１２年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１３年） 人事課長 人事課職員掛 2001年 2002/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１４年） 人事課長 人事課職員掛 2002年 2003/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１５年） 人事課長 人事課職員掛 2003年 2004/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１６年） 人事課長 人事課職員掛 2004年 2005/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１年～平成３年） 人事課長 人事課職員掛 1989年 1990/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成３年～平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1991年 1992/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成１６年） 総務部職員課長 職員課職員係 2004年 2005/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成１７年） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年 2006/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成１８年） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年 2007/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成１９年） 総務部職員課長 職員課職員係 2007年 2008/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成２０年） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年 2009/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成２１年） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年 2010/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成２２年） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2010年 2011/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成２３年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年 2012/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成２４年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年 2013/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年 2014/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年 2015/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年 2016/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 懲戒 懲戒関係（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年 2017/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 休職，派遣，育児休業台帳（昭和４８年～） 人事課長 人事課職員掛 1973年 1974/1/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 休職 休職 休職関係（平成２３年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2011年 2012/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 休職 休職 休職関係（平成２４年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年 2013/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 休職 休職 休職関係（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年 2014/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 休職 休職 休職関係（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年 2015/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 休職 休職 休職関係（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年 2016/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 休職 休職 休職関係（平成２８年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年 2017/1/1 5年 2022/12/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（昭和５６年～昭和５７年） 人事課長 人事課職員掛 1981年 1982/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（昭和５７年） 人事課長 人事課職員掛 1982年 1983/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（昭和５７年～昭和６１年） 人事課長 人事課職員掛 1982年 1983/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（昭和６１年～昭和６２年） 人事課長 人事課職員掛 1986年 1987/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（昭和６２年～昭和６３年） 人事課長 人事課職員掛 1987年 1988/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（昭和６３年～平成１年） 人事課長 人事課職員掛 1988年 1989/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（平成１０年～平成１２年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（平成１３年） 人事課長 人事課職員掛 2001年 2002/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（平成１４年） 人事課長 人事課職員掛 2002年 2003/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（平成１年～平成３年） 人事課長 人事課職員掛 1989年 1990/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 降任に関する書類（平成３年～平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1991年 1992/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（昭和５６年～昭和５７年） 人事課長 人事課職員掛 1981年 1982/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（昭和５７年） 人事課長 人事課職員掛 1982年 1983/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（昭和５７年～昭和６１年） 人事課長 人事課職員掛 1982年 1983/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（昭和６１年～昭和６２年） 人事課長 人事課職員掛 1986年 1987/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（昭和６２年～昭和６３年） 人事課長 人事課職員掛 1987年 1988/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（昭和６３年～平成１年） 人事課長 人事課職員掛 1988年 1989/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（平成１０年～平成１２年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（平成１３年） 人事課長 人事課職員掛 2001年 2002/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（平成１４年） 人事課長 人事課職員掛 2002年 2003/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（平成１年～平成３年） 人事課長 人事課職員掛 1989年 1990/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 処分説明書（平成３年～平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1991年 1992/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（昭和５６年～昭和５７年） 人事課長 人事課職員掛 1981年 1982/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（昭和５７年） 人事課長 人事課職員掛 1982年 1983/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（昭和５７年～昭和６１年） 人事課長 人事課職員掛 1982年 1983/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（昭和６１年～昭和６２年） 人事課長 人事課職員掛 1986年 1987/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（昭和６２年～昭和６３年） 人事課長 人事課職員掛 1987年 1988/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（昭和６３年～平成１年） 人事課長 人事課職員掛 1988年 1989/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（平成１０年～平成１２年） 人事課長 人事課職員掛 1998年 1999/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（平成１３年） 人事課長 人事課職員掛 2001年 2002/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（平成１４年） 人事課長 人事課職員掛 2002年 2003/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（平成１年～平成３年） 人事課長 人事課職員掛 1989年 1990/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 分限及び懲戒 分限 免職に関する書類（平成３年～平成１０年） 人事課長 人事課職員掛 1991年 1992/1/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 次世代育成支援対策推進法 次世代育成支援対策推進法関係（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 次世代育成支援対策推進法 次世代育成支援対策推進法関係（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 次世代育成支援対策推進法 次世代育成支援対策推進法関係（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 次世代育成支援対策推進法 次世代育成支援対策推進法関係（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 次世代育成支援対策推進法 次世代育成支援対策推進法関係（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成１７年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2005年度 2006/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成１８年度） 総務部職員課長 職員課職員係 2006年度 2007/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成１９年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2007年度 2008/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成２０年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2008年度 2009/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成２１年度） 総務部職員課長 職員課労務管理担当 2009年度 2010/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成２２年度） 総務部職員課長 職員課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係（残高・非課税限度額・積立終了等通知）（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 職員厚生事業 レクリエーション事業（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 職員厚生事業 レクリエーション事業（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生事業（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生事業（学内大会）（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 保育所 子どもの園保育園 子どもの園保育園設置関係 総務部職員課長 職員課職員係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 保育所 子どもの園保育園 子どもの園保育園関係（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 保育所 子どもの園保育園 子どもの園保育園関係（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 保育所 子どもの園保育園 子どもの園保育園関係（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 保育所 子どもの園保育園 子どもの園保育園関係（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 保育所 子どもの園保育園 子どもの園保育園関係（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 研修等 研修 サバティカル研修（平成２６年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 研修等 研修 サバティカル研修（平成２７年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 研修等 研修 サバティカル研修（平成２８年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 その他 その他 雑件（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 その他 その他 雑件（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 その他 その他 雑件（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 その他 その他 厚生労務室予算管理（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 その他 その他 厚生労務室予算管理（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 その他 その他 厚生労務室予算管理（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 研修 北海道地区生涯生活設計セミナー セミナー参加者推薦（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 研修 北海道地区生涯生活設計セミナー セミナー参加者推薦（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 研修 北海道地区生涯生活設計セミナー 研修実施計画（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
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総務企画部人事課厚生労務室 研修 北海道地区生涯生活設計セミナー 研修実施計画（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 研修 生涯生活設計セミナー 生涯生活設計セミナー（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 称号授与式実施等に関する書類（平成１９年） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2007年 2008/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 称号授与式実施等に関する書類（平成２０年） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2008年 2009/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 称号授与式実施等に関する書類（平成２１年） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2009年 2010/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 称号授与式実施等に関する書類（平成２２年） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2010年 2011/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 称号授与式実施等に関する書類（平成２３年） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年 2012/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 称号授与式実施等に関する書類（平成２４年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年 2013/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 称号授与式実施等に関する書類（平成２５年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年 2014/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 称号授与式実施等に関する書類（平成２６年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年 2015/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 称号授与式実施等に関する書類（平成２７年） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年 2016/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（昭和６３年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成元年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成３年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成４年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成５年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成６年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成７年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成８年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成９年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１０年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１１年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１２年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１３年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１４年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１５年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１６年度） 総務部人事課長 人事課任用計画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１７年度） 総務部人事課長 人事課任用計画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１８年度） 総務部人事課長 人事課人事第二係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成１９年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２０年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２１年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２２年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（昭和６３年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成元年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成２年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成３年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成４年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成５年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成６年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成７年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成８年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成９年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成１０年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成１１年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成１２年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成１３年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成１４年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成１５年度） 総務部人事課長 人事課任用掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成１６年度） 総務部人事課長 人事課任用計画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成１７年度） 総務部人事課長 人事課任用計画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（平成１８年度） 総務部人事課長 人事課人事第二係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成１９年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成２０年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成２１年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成２２年度） 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成２３年度） 総務企画部人事課労務管理室長 人事課労務管理室福利厚生担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成２４年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成２５年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する概要（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室福利厚生担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室福利厚生担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務企画部人事課長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 男女共同参画 男女共同参画関係 総務企画部人事課長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務企画部人事課長 人事課教員人事担当（職員採用試験事務室） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務企画部人事課長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 男女共同参画 女性研究者支援室 女性研究者支援室関係 総務企画部人事課長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 渡航 公用旅券の発給・返納（平成２６年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 渡航 公用旅券の発給・返納（平成２７年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部人事課厚生労務室 服務 渡航 公用旅券の発給・返納（平成２８年度） 総務企画部人事課厚生労務室長 人事課厚生労務室労務管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部人事課厚生労務室長 総務企画部人事課厚生労務室労務管理担当 廃棄
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成１６年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成１７年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成１９年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成２１年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成２２年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室会議（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室連絡会（平成１６年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室連絡会（平成１７年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室連絡会（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室連絡会（平成１９年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室連絡会（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画・経営室連絡会（平成２１年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 総長補佐会（平成１３年度） 企画室長 企画室企画掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 総長補佐会（平成１４年度） 企画室長 企画室企画掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 総長補佐会（平成１５年度） 企画室長 企画室企画掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 北海道大学運営諮問会議（平成１２年度） 総務課長 総務課総務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 北海道大学運営諮問会議（平成１３年度） 企画室長 企画室企画掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 北海道大学運営諮問会議（平成１４年度） 企画室長 企画室企画掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 北海道大学運営諮問会議（平成１５年度） 企画室長 企画室企画掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成１６年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成１７年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成１９年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成２１年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成２２年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 役員会（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成１６年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成１７年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成１９年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２１年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２２年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成１６年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成１７年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成１９年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２１年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２２年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
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総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成１６年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成１７年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成１９年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２１年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２２年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成１６年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成１７年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成１９年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２１年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２２年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画系職員情報交換会（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画系職員情報交換会（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 会議 学内会議 企画系職員情報交換会（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 出張等 出張等 出張関係（平成２６年度） 企画部企画調整課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 出張等 出張等 出張関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 出張等 出張等 出張関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 庶務・調査関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 庶務・調査関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 庶務・調査関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 庶務・調査関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 事務局経費関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 共済・福利厚生関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 共済・福利厚生関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 共済・福利厚生関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 共済・福利厚生関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 その他 その他企画 法人文書ファイル廃棄簿 企画室長 企画室企画掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 その他 その他企画 法人文書ファイル延長簿 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室 関係）（平成１６年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成１７年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成２１年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成２２年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書関係（企画・経営室）（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書用データ（平成１６年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書用データ（平成１７年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書用データ（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書用データ（平成１９年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書用データ（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 実績報告書用データ（平成２１年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 中期目標期間評価関係（いわゆる暫定評価）（平成１６年度～平成２１年度）・１ 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 中期目標期間評価関係（いわゆる暫定評価）（平成１６年度～平成２１年度）・２ 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 実績報告書 大学情報データベース関係 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画・１ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画・２ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画・３ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画・４ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・５ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画５ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画６ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画７ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画８ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画調査関係・１ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画通知関係・１ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅰ期中期目標期間事業報告書 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画関連文部科学省との意見交換等 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・１ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・２ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・３ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・４ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・５ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・６ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・７ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・８ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・９ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第Ⅱ期中期目標・中期計画・１０ 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画（平成２２年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 中期目標・中期計画・年度計画（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（素案） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（原案） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（案） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（策定本部会議） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（作業部会） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（文科省提出素案・原案等） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（部局の中期計画） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（全体パッケージ） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（総長部局まわり） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画（部局構想等） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 ミッションの再定義（医学） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 ミッションの再定義（保健） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 ミッションの再定義（工学） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 ミッションの再定義（理学） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 ミッションの再定義（農学） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 ミッションの再定義（人文科学） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 ミッションの再定義（社会科学） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 指定国立大学法人 第３期中期目標期間指定国立大学法人公募（平成２８年 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 近未来戦略150 近未来戦略１５０ 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 人事・労務関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 人事・労務関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 人事・労務関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 人事・労務関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成１８年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成１９年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２０年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２１年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２２年度） 企画部企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 給与・研修等 諸手当現況届及び世帯区分調書（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務関係（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 人事一般 例規・通知（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 人事一般 例規・通知（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 人事一般 例規・通知（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 人事一般 例規・通知（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 人事一般 例規・通知（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成１９年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成２０年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成２１年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成２２年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 人事・勤務 発令 総長室・役員補佐発令関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 ヒアリング資料 組織及び運営の見直し（平成１０年度） 総務課長 総務課企画掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 ヒアリング資料 組織及び運営の見直し（平成１１年度） 総務課長 総務課企画掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 ヒアリング資料 組織及び運営の見直し（平成１２年度） 総務課長 総務課企画掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 ヒアリング資料 組織及び運営の見直し（平成１３年度） 企画室長 企画室企画掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 ヒアリング資料 組織及び運営の見直し（平成年元度～平成９年度） 庶務課長 庶務課企画掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 ヒアリング資料 組織運営等の点検評価 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 卓越大学院プログラム（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 外部資金 補助金

スーパーグローバル大学等事業（企画・経営室）（平成２８
年度）

総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 調査 調査 全国大学一覧関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 全国大学一覧関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 全国大学一覧関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 全国大学一覧関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 全国大学一覧関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況関係（平成９年度） 総務課長 総務課企画掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 調査 調査 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況関係（平成１０年度） 総務課長 総務課企画掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 調査 調査 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況関係（平成１１年度） 総務課長 総務課企画掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 調査 調査 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況関係（平成１２年度） 総務課長 総務課企画掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 調査 調査 組織の廃止転換・再編成等に係る検討状況関係（平成１３年度） 企画室長 企画室企画掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（「海大企」）（平成１６～１８年度） 企画調整課長 企画調整課企画調整係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 廃棄
総務企画部企画課 法人移行業務 学内会議 独立行政法人化に関する検討ワーキンググループ 総務課長 総務課組織改革担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 法人移行業務 学内会議 法人移行準備委員会 法人移行準備事務室長 法人移行準備事務室総務班 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 法人移行業務 学内会議 法人移行準備委員会財務会計専門委員会 法人移行準備事務室長 法人移行準備事務室財務会計班 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 法人移行業務 学内会議 法人移行準備委員会人事業務専門委員会 法人移行準備事務室長 法人移行準備事務室人事業務班 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 法人移行業務 学内会議 法人移行準備委員会組織運営専門委員会 法人移行準備事務室長 法人移行準備事務室総務班 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 法人移行業務 学内会議 法人移行準備委員会目標計画専門委員会 法人移行準備事務室長 法人移行準備事務室目標計画・資料分析班 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 法人移行業務 学内会議 法人化問題検討ワーキンググループ 企画室長 企画室法人化調査担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 法人移行業務 学内会議 法人化問題検討ワーキンググループ財務会計部会 法人財務検討推進室長 法人財務検討推進室 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課企画担当 副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室・データ集積・分析システムワーキンググループ（平成１６年度） 企画調整課長
企画調整課・
業務分析係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室・データ集積・分析システムワーキンググループ（平成１７年度） 企画部調査分析課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析係

2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室・データ集積・分析システムワーキンググループ（平成１８年度） 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室・データ集積・分析システム仕様策定委員会 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析係

2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成１９年度） 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析担

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成２０年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成２１年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成２２年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成２３年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成２５年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成２６年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成２７年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 大学情報データベース運用・管理部会（平成２８年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理関係（平成２０年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理関係（平成２１年度） 企画部調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理関係（平成２２年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理関係（平成２３年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理等業務委託（平成１９年度） 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析担

2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理等業務委託（平成２０年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理等業務委託（平成２１年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理等業務委託（平成２２年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理等業務委託（平成２３年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース運用・管理等業務委託（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース　データ管理室業務報告書（平成２２年度） 企画部調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2010年度 2011/4/1 5年 2016/3/31 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース　データ管理室業務報告書（平成２３年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース　データ管理室業務報告書（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース（研究者総覧）関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース（研究者総覧）関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース（研究者総覧）関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース（研究者総覧）関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学情報データベース（研究者総覧）関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学ポートレート関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学ポートレート関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学ポートレート関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

大学ポートレート関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 民間団体等を対象とした補助金等に関する行政評価・監視（第二次） 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析係

2005年度 2006/4/1 10年 2016/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 小児医療に関する行政評価・監視 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析係

2005年度 2006/4/1 10年 2016/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 府省共通事務に関する行政評価・監視に関する調査 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析係

2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 政策評価 政策評価 政策評価（ＰＦＩ事業に関する政策評価）に関する調査 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析係

2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 政策評価 政策評価 政策評価（法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価）に関する調査 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 資料 本学の資料 教育，管理運営，社会貢献活動一覧 総務課長
総務課点検・
評価担当

2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 資料 本学の資料 教育，管理運営，社会貢献活動一覧 企画部調査分析課長
総務課点検・
評価担当

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 資料 本学の資料 教育，管理運営，社会貢献活動一覧 企画部調査分析課長
総務課点検・
評価担当

2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 資料 本学の資料 教育，管理運営，社会貢献活動一覧 企画部調査分析課長
企画室・点検
評価担当

2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 資料 本学の資料 教育，管理運営，社会貢献活動一覧 企画調整課長
企画調整課・
業務分析係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 資料 本学の資料 教育，管理運営，社会貢献活動一覧 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析係

2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（CD） 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 調査 その他調査資料（平成２２年度） 企画調整課長
企画調整課
業務分析担
当

2010年度 2011/4/1 5年 2016/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 調査 調査 その他調査資料（平成２３年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 調査 調査 その他調査資料（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 調査 調査 その他調査資料（平成２５年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 調査 調査 その他調査資料（平成２６年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 調査 調査 その他調査関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 調査 調査 その他調査関係（業務分析担当発出分）（平成２８年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 調査 調査 他部署からの調査（回答）（平成２８年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成１８年度） 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成１９年度） 企画調整課長
企画調整課
経営分析室・
業務分析担

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成２０年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成２１年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成２２年度） 調査分析課長
調査分析課・
業務分析担
当

2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成２３年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成２５年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成２６年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成２７年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 学校基本調査 学校基本調査（平成２８年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 総合ＩＲ室 総合ＩＲ室 総合ＩＲ室設置関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 外部資金 補助金 スーパーグローバル大学等事業（総合ＩＲ室関係）（平成２６年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 外部資金 補助金 スーパーグローバル大学等事業（経理関係）（平成２７年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 外部資金 補助金 スーパーグローバル大学等事業（経理関係）（平成２８年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価 法人評価 国立大学法人評価に使用するデータに関する調査① 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 評価 法人評価 国立大学法人評価に使用するデータに関する調査② 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 評価 法人評価 国立大学法人評価に使用するデータに関する調査 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 調査 その他調査関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 北海道内におけるジェネリック医薬品の普及促進に関する調査の実施について 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置状況等に関する実態調査 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 イノベーション政策の推進に関する調査に関連した調査の実施について 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 個人情報の保護に関する実態調査に関連した調査の実施について 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 行政評価・監視 行政評価・監視 グローバル人材育成の推進に関する政策評価に関連した調査の実施について 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 総合ＩＲ室
総合ＩＲ室設置・運
営

総合ＩＲ室設置・運営関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 総合ＩＲ室
総合ＩＲ室設置・運
営

総合ＩＲ室設置・運営関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 総合ＩＲ室 総合ＩＲ室庶務関係 総合ＩＲ室庶務関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 総合ＩＲ室 総合ＩＲ室庶務関係 総合ＩＲ室庶務関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 人事・勤務 人事一般 総合ＩＲ室員人事関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 人事・勤務 人事一般 総合ＩＲ室員人事関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

北海道大学データ集関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

廃棄

総務企画部企画課 評価
大学情報データ
ベース

研究者総覧 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課業務
分析担当

2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子（HDD） 外部サーバ内
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課業務
分析担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 学院・研究院構想（平成１２年度～） 総務課長
総務課企画
掛

2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 会議 学内会議 学院・研究院構想（平成１４年度） 企画室長
企画室組織
改革担当

2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 ユニバーシティ・ミュージアム専門委員会（平成８～１０年度） 総務課長
総務課企画
掛

1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 学術資料館（仮称）設置検討委員会（平成元～１０年度） 総務課長
総務課企画
掛

1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 講座・学科目等の教員組織の編制に関する審査会 企画室長
企画室企画
掛

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 国際広報メディア研究科新設に関するワーキンググループ（平成１１年度） 総務課長
総務課組織
改革担当

1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 情報学フロンティア研究科（仮称）検討ワーキンググループ 企画室長
企画室組織
改革担当

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 情報基幹センター（仮称）の設置に関するワーキンググループ 研究協力課長
研究協力課
専門員

1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 情報基盤システム検討ワーキンググループ 総務課長
総務課組織
改革担当

2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 情報基盤センター（仮称）検討ワーキンググループ 企画室長
企画室企画
掛

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 情報基盤センター（仮称）設置検討委員会 企画室長
企画室企画
掛

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 情報基盤センター設置準備委員会 企画室長
企画室企画
掛

2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 情報系に関わる研究科検討ワーキンググループ 総務課長
総務課点検・
評価担当

2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 生物系センター（仮称）構想検討ワーキンググループ 総務課長
総務課企画
掛

1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 総合博物館及び情報メディア教育研究総合センターの運営の在り方に関するワーキンググループ（平成１０年度） 総務課長
総務課組織
改革担当

1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 総合博物館設置準備委員会，情報メディア教育研究総合センター設置準備委員会（平成１０年度） 総務課長
総務課組織
改革担当

1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 北海道大学将来構想ワーキンググループ（平成１３年度） 企画室長
企画室法人
化調査担当

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 北海道大学将来構想ワーキンググループ（平成１４年度） 企画室長
企画室法人
化調査担当

2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 北海道大学将来構想ワーキンググループ作業グループ 企画室長
企画室組織
改革担当

2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 北方生物圏フィールド科学センター設置準備関係資料 総務課長
総務課組織
改革担当

2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 構想審査会（平成１７年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 構想審査会（平成１８年度～　） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 理工系大学院再編関係（平成２０年度～　） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

会計専門職大学院設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

経済学研究科会計情報専攻（専門職大学院）設置計画書（正本） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

経済学研究科会計情報専攻（専門職大学院）補正計画書 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

公共政策学教育部公共政策学専攻設置計画書（正本） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

公共政策学教育部公共政策学専攻補正計画書 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

公共政策大学院（仮称）設置準備委員会関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

公共政策大学院設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

公共政策大学院設置関係・２ 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

事前伺い・報告関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

水産科学研究院・学院構想関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成１６年度会議資料（組織の整備関係） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成１７年度会議資料（組織の整備関係） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成１８年度会議資料（組織の整備関係） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成１９年度会議資料（組織の整備関係） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２０年度会議資料（組織の整備関係） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２１年度会議資料（組織の整備関係） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２２年度会議資料（組織の整備関係） 企画部企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２３年度会議資料（組織の整備関係） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２４年度会議資料（組織の整備関係） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２５年度会議資料（組織の整備関係） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２６年度会議資料（組織の整備関係） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２７年度会議資料（組織の整備関係） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２８年度会議資料（組織の整備関係） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

人獣共通感染症リサーチセンター創設関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

薬学教育６年制移行関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

法科大学院設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

法学研究科法律実務専攻（法科大学院）設置計画書正本 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

法学研究科法律実務専攻（法科大学院）設置計画書抜刷・関係資料他 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

法学研究科法律実務専攻（法科大学院）補正計画書 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

情報科学研究科設置関係書類 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

情報学院（仮称）・情報学研究院（仮称）・国際広報メディア研究院（仮称）設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

生命科学院設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

生命科学院設置関係２ 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

国際広報メディア・観光学院観光創造専攻設置関係（観光学高等研究センター） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

国際広報メディア・観光学院観光創造専攻設置計画書正本 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

国際広報メディア・観光学院観光創造専攻設置計画書抜刷・関係資料他 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

保健科学院設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

保健科学院設置計画書正本 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

保健科学院設置計画書抜刷・関係資料他 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

保健科学院設置に係る補正計画書 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

保健科学院保健科学専攻博士後期課程設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

保健科学院保健科学専攻博士後期課程設置計画書正本 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

保健科学院保健科学専攻博士後期課程設置計画書抜刷・関係資料他 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

保健科学院保健科学専攻博士後期課程設置計画に係る補正計画書 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

総合化学院設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

総合化学院設置計画書正本 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

総合化学院設置計画書抜刷・関係資料他 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

総合化学院設置計画に係る補正計画書 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

生命科学院生命科学専攻設置計画書正本 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

生命科学院生命科学専攻設置計画書抜刷 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

獣医学共同教育課程設置関係　１ 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

獣医学共同教育課程設置関係　２ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２１年度医学部入学定員増員関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２２年度医学部入学定員増員関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２３年度医学部入学定員増員関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２４年度医学部入学定員増員関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

「薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類」関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

薬学部薬学科設置届出に係る薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

薬学部薬学科設置届出に係る薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類に対する補正書類 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

アイヌ・先住民研究センター設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

社会科学実験研究センター設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

サステイナビリティ学教育研究センター設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

学内共同教育研究施設設置関係（サステイナを除く） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

学内共同教育研究施設設置関係（トポロジー理工学教育研究センター） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

学内共同教育研究施設設置関係（環境健康科学研究教育センター） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

学内共同教育研究施設設置関係（探索医療教育研究センター） 企画部企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

学内共同教育研究施設設置関係（北極域研究センター） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

学内共同教育研究施設設置関係（埋蔵文化財調査センター） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２６年度教育研究施設等の位置付けについて 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

「共同利用・共同研究拠点」認定申請関係（平成２０年度～　） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

「共同利用・共同研究拠点」認定申請関係（平成２０年度～　）２ 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

「教育関係共同利用拠点」認定申請関係① 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２４年度～「教育関係共同利用拠点」認定申請関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２７年度　「教育関係共同利用拠点」認定申請関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２８年度　「教育関係共同利用拠点」認定申請関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

リーディング大学院関係 企画部企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

博士課程教育リーディングプログラム関係（平成２３年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

博士課程教育リーディングプログラム関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

博士課程教育リーディングプログラム関係（平成２４年度）２ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

博士課程教育リーディングプログラム関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

博士課程教育リーディングプログラム関係（平成２５年度）２ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

博士課程教育リーディングプログラム関係（平成２５年度）３ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断
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総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

国際化に対応した学士課程教育関係（平成２２年度～） 企画部企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

現代日本学プログラム課程関係（平成２３年度～） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

現代日本学プログラム課程関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 ヒアリング資料 学内ヒアリング（平成１６年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 ヒアリング資料 文部科学省ヒアリング（平成１６～１７年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 ヒアリング資料 文部科学省ヒアリング（平成１８年度～　） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

医学研究科医科学専攻（修士課程）設置計画関係資料（平成１３年度） 企画室長
企画室組織
改革担当

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

医学部保健学科設置計画関係資料（平成１４年度） 企画室長
企画室組織
改革担当

2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

国際広報メディア研究科設置計画関係資料（平成１１年度） 総務課長
総務課組織
改革担当

1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成１１年度） 総務課長
総務課組織
改革担当

1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成１２年度） 総務課長
総務課組織
改革担当

2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成１３年度） 企画室長
企画室組織
改革担当

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成１４年度） 企画室長
企画室組織
改革担当

2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成１５年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成１６年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成１７年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成１８年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成１９年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成２０年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成２１年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成２２年度） 企画部企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成２３年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成２５年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成２６年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成２７年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

設置改廃等に関する書類（平成２８年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

連携講座（分野）設置関係 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２８年度～連携講座（分野）設置関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

地球環境科学研究科，理学研究科（生物科学専攻）実地審査関係資料（平成４年度） 庶務課長
庶務課学務
掛

1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
博物館に係る申
請・届出

博物館に相当する施設の指定 企画室長
企画室組織
改革担当

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

医・歯病開設申請等 庶務課長
庶務課学務
掛

1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

医学部附属病院開設承認事項の変更及び構造設備の使用承認 庶務課長
庶務課学務
掛

1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

附属病院に関する各種申請・届出書類（平成１０年度） 総務課長
総務課企画
掛

1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

動物病院に関する各種申請・届出書類（平成１９年度～　） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

附属病院に関する各種申請・届出書類（平成８年度） 総務課長
総務課企画
掛

1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

附属病院に関する各種申請・届出書類（平成９年度） 総務課長
総務課企画
掛

1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 調査 国立大学の講座及び学科目調査関係（平成１２～１４年度） 総務課長
総務課企画
掛

2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 調査 組織現況調査関係（平成２１年度～　） 企画調整課長
企画調整課
組織整備担
当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

生命科学院臨床薬学専攻設置関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

看護師・保健師・助産師教育に関する教育体制関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

「時限付き施設」に対する創成研究機構の評価を受けての措置に係る審査 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

獣医学教育関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２６年度情報科学研究科改組 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２７年度文学部編入学廃止 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２７年度法科大学院定員減 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 外部資金 補助金 スーパーグローバル大学等事業 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２５年度予算要求関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２６年度予算要求関係 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

共同プロジェクト拠点 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２７年度～「共同プロジェクト拠点」 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届 学生定員 学生定員の見直しに連動した人件費ポイント増減ルールの策定 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２９年度設置予定　１ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２９年度設置予定　２ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２９年度設置予定　３ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２９年度設置予定　４ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２９年度設置予定　５ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際食資源学院設置計画書正本 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際食資源学院設置計画書抜刷 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際食資源学院設置計画書調書 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　医理工学院設置計画書正本 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　医理工学院設置計画書抜刷 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　医理工学院設置計画書調書 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際感染症学院設置計画書正本 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際感染症学院設置計画書抜刷 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際感染症学院設置計画書調書 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

工学院　共同資源工学専攻 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２９年度医学部保健学科編入学定員の減、保健科学院入学定員の増 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

観光メディア学院 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

情報科学院　サイバー情報学専攻 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

ソフトマター　国際大学院 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 調査 調査 平成２８年度教育研究施設等調査 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

環境科学院［北極学専攻］ 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

文学院・法学院 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

平成２８年度ＡＣ教員審査（医理工学院、国際感染症学院、国際食資源学院） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際食資源学院設置計画に係る補正計画書（正本） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際食資源学院設置計画に係る補正計画書（抜刷） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際食資源学院設置計画に係る補正計画書（一部補正後の抜刷） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　医理工学院設置計画に係る補正計画書（正本） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　医理工学院設置計画に係る補正計画書（抜刷） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　医理工学院設置計画に係る補正計画書（一部補正後の抜刷） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際感染症学院設置計画に係る補正計画書（正本） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際感染症学院設置計画に係る補正計画書（抜刷） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
総務企画部
企画課長

総務企画部
企画課組織
整備担当

副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

北海道大学大学院　国際感染症学院設置計画に係る補正計画書（一部補正後の抜刷） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当
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副総括文書管理者が判断

総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成１６年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成１７年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成１８年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成１９年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成２１年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成２２年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 評価室会議（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 点検評価委員会（平成１３年度） 企画室長 企画室点検・評価担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 点検評価委員会（平成１４年度） 企画室長 企画室点検・評価担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 点検評価委員会（平成１５年度） 企画室長 企画室点検・評価担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 点検評価委員会幹事会（平成１３年度） 企画室長 企画室点検・評価担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 点検評価委員会幹事会（平成１４年度） 企画室長 企画室点検・評価担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 点検評価委員会幹事会（平成１５年度） 企画室長 企画室点検・評価担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 点検評価委員会専門委員会（平成１３年度） 企画室長 企画室点検・評価担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 点検評価委員会専門委員会（平成１４年度） 企画室長 企画室点検・評価担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 学内会議 点検評価委員会専門委員会（平成１５年度） 企画室長 企画室点検・評価担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 資料 本学の資料 研究活動一覧 庶務課長 庶務課点検・評価担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 資料 本学の資料 自己点検・評価報告書 庶務課長 庶務課点検・評価担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 第三者機関による評価（平成１８年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 第三者機関による評価（平成１９年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 年度評価（平成１６年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 年度評価（平成１７年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 年度評価（平成１８年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 中期目標期間評価年度評価（平成１９年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 評価関係（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 中期目標期間評価（確定）関係（平成２１年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 評価関係（平成２２年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 評価関係（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 評価関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 評価関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 評価関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 平成２７年度・第２期評価　業務実績報告書【根拠資料１】 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 平成２７年度・第２期評価　業務実績報告書【根拠資料２】 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 平成２７年度・第２期評価　業務実績報告書【根拠資料３】 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 平成２７年度・第２期評価　業務実績報告書【提出版】 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 評価関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 第２期中期目標期間評価関係① 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 第２期中期目標期間評価関係② 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 第２期中期目標期間評価関係③ 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 第２期中期目標期間評価関係④ 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 第２期中期目標期間評価関係⑤ 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 第２期中期目標期間評価関係（達成状況報告書） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 会議 法人評価 第２期中期目標期間評価（作業調整部会） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 年度評価調査表（平成１６年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 年度評価調査表（平成１７年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部企画課 評価 法人評価 年度評価調査表（平成１８年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 年度評価調査表（平成１９年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 年度評価調査表（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 法人評価 中期目標期間及び年度評価調査表（平成２１年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 大学機関別認証評価（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 大学機関別認証評価（平成２１年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 大学機関別認証評価（平成２７年度）① 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 大学機関別認証評価（平成２７年度）② 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 大学機関別認証評価（平成２７年度）③ 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 法科大学院認証評価（平成１７年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 法科大学院認証評価（平成１８年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 法科大学院認証評価（平成１９年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 法科大学院認証評価追評価（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 法科大学院認証評価（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 会計専門職大学院認証評価（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 会計専門職大学院認証評価（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 公共政策大学院外部評価（平成２１年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 認証評価 公共政策大学院認証評価（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 評価 その他評価 国立大学協会関係（平成１８年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 国立大学協会関係（平成１９年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 国立大学協会関係（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 国立大学協会関係（平成２１年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 国立大学協会関係（平成２２年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成１８年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成１９年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成２１年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成２２年度） 企画部調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学基準協会関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成１８年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成１９年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成２１年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成２２年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 大学評価・学位授与機構関係（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成１８年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成１９年度） 企画調整課長 企画部企画調整課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成２１年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成２２年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 各部局等評価体制（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 点検評価関係雑件（平成２２年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 点検評価関係雑件（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 点検評価関係雑件（平成２４年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 点検評価関係雑件（平成２５年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 点検評価関係雑件（平成２６年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 点検評価関係雑件（平成２７年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 評価 その他評価 点検評価関係雑件（平成２８年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 廃棄
総務企画部企画課 調査 調査 研究活動等状況調査（平成２２年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 調査 調査 研究活動等状況調査（平成２３年度） 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部企画課 目標・計画 中期目標・中期計画・年度計画 第３期中期目標・中期計画関係【評価室分】 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課点検評価担当 副総括文書管理者が判断
総合IR室 ファクトブック ファクトブック 平成２７年度北海道大学ファクトブック関連 総務企画部企画課長 総合IR室 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課業務分析担当 廃棄
総合IR室 学内通知等 学内通知等 平成２７年度総合IR室学内通知等 総務企画部企画課長 総合IR室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課業務分析担当 廃棄
総合IR室 定例ミーティング 定例ミーティング 平成２７年度定例ミーティング 総務企画部企画課長 総合IR室 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課業務分析担当 廃棄
総合IR室 ファクトブック ファクトブック 平成２８年度北海道大学ファクトブック関連 総務企画部企画課長 総合IR室 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課業務分析担当 廃棄
総合IR室 学内通知等 学内通知等 平成２８年度総合IR室学内通知等 総務企画部企画課長 総合IR室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課業務分析担当 廃棄
総合IR室 定例ミーティング 定例ミーティング 平成２８年度定例ミーティング 総務企画部企画課長 総合IR室 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課業務分析担当 廃棄
総合IR室 ファクトブック ファクトブック 平成２８年度北海道大学ファクトブック 総務企画部企画課長 総合IR室 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部企画課長 総務企画部企画課業務分析担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 その他 その他 タクシーチケット交付申請書（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 その他 その他 タクシーチケット受払簿（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成２１年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 寒冷地手当（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 期末手当・勤勉手当・期末特別手当（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 期末手当・勤勉手当・期末特別手当（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 期末手当・勤勉手当・期末特別手当（平成２１年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 期末手当・勤勉手当・期末特別手当（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 期末手当・勤勉手当・期末特別手当（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 期末手当・勤勉手当・期末特別手当（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 期末手当・勤勉手当・期末特別手当（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 期末手当・勤勉手当・期末特別手当（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 人事給与（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 人事給与（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 非常勤職員の給与決定（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 非常勤職員の給与決定（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 非常勤職員の給与決定（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 人事任用（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 人事任用（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 給与・手当決定関係 扶養手当・住居手当・通勤手当・単身赴任手当 経理部主計課長 主計課・総務掛 1991年 1992/1/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２４年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 勤務時間報告書（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 勤務時間報告書（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 勤務時間報告書（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 休日の振替・代休通知簿（平成２４年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 休日の振替・代休通知簿（平成２５年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 休日の振替・代休通知簿（平成２６年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 休日の振替・代休通知簿（平成２７年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 休日の振替・代休通知簿（平成２８年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 労務管理（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 労務管理（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 出勤簿（財務部分）（平成２４年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書・超過勤務等命令簿（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書・超過勤務等命令簿（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当（人事） 廃棄
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成２１年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 七国立大学財務関係実務担当者情報交換会（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人等財務管理等に関する協議会（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人等財務管理等に関する協議会（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人等財務管理等に関する協議会（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人等財務管理等に関する協議会（平成２１年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人等財務管理等に関する協議会（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人等財務管理等に関する協議会（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人等財務管理等に関する協議会（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人の予算等に関する説明会（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人の予算等に関する説明会（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人の予算等に関する説明会（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 国立大学法人の予算等に関する説明会（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成２１年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
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財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区財務会計実務担当者連絡会（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成２１年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等財務担当部課長会議（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学内会議 会計関係係長会議（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学内会議 会計関係係長会議（平成２１年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学内会議 会計関係係長会議（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学内会議 会計関係係長会議（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学内会議 会計関係係長会議（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学内会議 会計関係係長会議（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学内会議 会計関係係長会議（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学内会議 会計関係係長会議（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 会議 学内会議 会計関係係長会議（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 公印 公印 公印関係（作成・改刻・廃止申請）（平成１５年度） 経理部主計課長 主計課・総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 公印 公印 公印関係（作成・改刻・廃止申請）（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（昭和６２年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1987年 1988/1/1 30年 2017/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（昭和６３年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成 元 年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成 ２ 年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成 ３ 年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成 ４ 年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成 ５ 年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成 ６ 年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成 ７ 年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成 ８ 年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成 ９ 年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成１０年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成１１年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成１２年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成１３年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成１４年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大経）（平成１５年） 経理部主計課長 主計課・総務掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成１６年） 財務部主計課長 主計課・総務掛 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成１７年） 財務部主計課長 主計課・総務掛 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成１８年） 財務部主計課長 主計課・総務掛 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成１９年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成２０年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成２１年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成２２年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成２３年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成２４年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成２５年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成２６年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成２７年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大財）（平成２８年） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 法令等 会計機関等の発令 出納官吏（平成１３年度） 経理部主計課長 主計課・総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 会計機関等の発令 出納官吏（平成１４年度） 経理部主計課長 主計課・総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 会計機関等の発令 出納官吏（平成１５年度） 経理部主計課長 主計課・総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 会計機関等の発令 出納官吏（残務承継官）（平成１６年度） 財務部主計課長 主計課・総務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 会計機関等の発令 分任物品管理官（平成１３年度） 経理部主計課長 主計課・総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 会計機関等の発令 残務承継支出負担行為担当官の代行機関（平成１６年度） 財務部主計課長 主計課・総務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 会計機関等の発令 残務承継支出官の代行機関（平成１６年度） 財務部主計課長 主計課・総務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道地区国立大学法人等会計事務研修（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道地区国立大学法人等会計事務研修（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道大学会計実務研修（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道大学会計実務研修（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道大学会計実務研修（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道大学簿記研修（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道大学簿記研修（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道大学簿記資格取得支援事業（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道地区国立大学法人等会計基準研修（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道地区国立大学法人等会計基準研修（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 人事・勤務 研修関係 北海道地区国立大学法人等会計基準研修（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 国立大学法人総合損害保険加入関係（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 国立大学法人総合損害保険加入関係（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 国立大学法人総合損害保険加入関係（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 国立大学法人総合損害保険加入関係（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部主計課 保険 保険加入 国立大学法人総合損害保険加入関係（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船舶保険加入関係（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船舶保険加入関係（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船舶保険加入関係（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船舶保険加入関係（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船舶保険加入関係（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船主責任保険加入関係（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船主責任保険加入関係（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船主責任保険加入関係（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船主責任保険加入関係（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 船主責任保険加入関係（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 自動車保険加入関係（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 自動車保険加入関係（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 自動車保険加入関係（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 自動車保険加入関係（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険加入 自動車保険加入関係（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険金請求 事故・保険請求関係（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険金請求 事故・保険請求関係（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険金請求 事故・保険請求関係（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険金請求 事故・保険請求関係（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 保険 保険金請求 事故・保険請求関係（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総務担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（調書依頼）（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（調書依頼）（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（調書依頼）（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（日程通知）（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（日程通知）（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（日程通知）（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査の結果通知について(平成１８年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査の結果通知について(平成１９年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査の結果通知について(平成２０年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査の結果報告について(平成１８年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査の結果報告について(平成１９年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査の結果報告について(平成２０年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書(平成１８年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書(平成１９年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書(平成２０年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成１８年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成１９年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２０年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査特別調書(平成１８年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査特別調書(平成１９年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査特別調書(平成２０年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 研究資金調書（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 研究資金調書（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 研究資金調書（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 検査報告掲記事項是正処理状況について（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 検査報告掲記事項是正処理状況について（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 検査報告掲記事項是正処理状況について（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 実地検査の結果に係る照会について(平成１８年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 実地検査の結果に係る照会について(平成１９年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 実地検査の結果に係る照会について(平成２０年度) 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 会計実地検査・書面検査（平成２２年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 会計実地検査・書面検査（平成２３年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 会計実地検査・書面検査（平成２４年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 会計実地検査・書面検査（平成２５年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 会計実地検査・書面検査（平成２６年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 会計実地検査・書面検査（平成２７年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 会計実地検査・書面検査（平成２８年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 随行報告書（平成１８年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 随行報告書（平成１９年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 随行報告書（平成２０年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 随行報告書（平成２２年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 随行報告書（平成２３年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 随行報告書（平成２４年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 随行報告書（平成２５年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 随行報告書（平成２６年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 随行報告書（平成２７年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 会計検査院会計検査 随行報告書（平成２８年度受検分） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 内部監査 内部監査報告書（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 内部監査 内部監査報告書（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 内部監査 内部監査報告書（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 内部監査 内部監査報告書（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 内部監査 内部監査報告書（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 内部監査 内部監査報告書（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 検査・監査 内部監査 内部監査報告書（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 廃棄
財務部主計課 法令等 学内規定改正等 会計業務実施基準（会計業務マニュアル）（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 学内規定改正等 会計業務実施基準（会計業務マニュアル）（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 学内規定改正等 会計業務実施基準（会計業務マニュアル）（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 学内規定改正等 会計業務実施基準（会計業務マニュアル）（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 学内規定改正等 会計業務実施基準（会計業務マニュアル）（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部主計課 法令等 学内規定改正等 会計業務実施基準（会計業務マニュアル）（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 法令等 学内規定改正等 会計業務実施基準（会計業務マニュアル）（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 システム 財務会計システム 財務会計システム電算データ 財務部主計課長 主計課・財務法規担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課財務法規担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔一般会計・病院会計〕(平成２４年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔一般会計・病院会計〕(平成２５年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔一般会計・病院会計〕(平成２６年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔一般会計・病院会計〕(平成２７年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔一般会計・病院会計〕(平成２８年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔外部資金会計〕(平成２４年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔外部資金会計〕(平成２５年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔外部資金会計〕(平成２６年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔外部資金会計〕(平成２７年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 学内配分〔外部資金会計〕(平成２８年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算示達簿(平成２４年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算示達簿(平成２５年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算示達簿(平成２６年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算示達簿(平成２７年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算示達簿(平成２８年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算振替書(平成２４年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算振替書(平成２５年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算振替書(平成２６年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算振替書(平成２７年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算振替書(平成２８年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算流用書(平成２４年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算流用書(平成２５年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算流用書(平成２６年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算流用書(平成２７年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 予算配当関係 予算流用書(平成２８年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 支出予算簿（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 支出予算簿（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 支出予算簿（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 支出予算簿（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 支出予算簿（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 支出予算簿（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 支出予算簿（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 収入予算簿（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 収入予算簿（平成２３年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 収入予算簿（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 収入予算簿（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 収入予算簿（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 収入予算簿（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 帳票関係 収入予算簿（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 概算要求関係 概算要求書(平成１４年度) 経理部主計課長 主計課・第一予算掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 概算要求書(平成１５年度) 経理部主計課長 主計課・第一予算掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成１６年度概算要求参考資料（基礎額等調） 財務部主計課長 主計課・第一予算掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成１６年度概算要求参考資料（特殊要因等調） 財務部主計課長 主計課・第一予算掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成１６年度収入・支出概算要求書 財務部主計課長 主計課・第一予算掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成１７年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・総括予算係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成１８年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・総括予算係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成１９年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・総括予算係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２０年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２１年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２２年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２３年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２４年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２５年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２６年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２７年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２７年度概算要求書及び関連資料（各部局） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２７年度特別経費（各部局） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２８年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２８年度概算要求書及び関連資料（各部局） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２８年度機能強化経費（各部局） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２９年度概算要求書及び関連資料 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２９年度概算要求書及び関連資料（各部局） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 概算要求関係 平成２９年度機能強化経費（各部局） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成１４年度) 経理部主計課長 主計課・第一予算掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成１５年度) 経理部主計課長 主計課・第一予算掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成１６年度) 財務部主計課長 主計課・第一予算掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成１７年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成１８年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成１９年度) 財務部主計課長 主計課・総括予算係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２０年度) 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２１年度) 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２２年度) 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２３年度) 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２４年度) 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２５年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
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財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２６年度) 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２７年度) 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２８年度) 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 概算要求関係 内示資料(平成２９年度) 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 補正予算関係 補正予算関係資料（平成２１年度） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 補正予算関係 補正予算関係資料（平成２２年度） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 補正予算関係 補正予算関係資料（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 補正予算関係 補正予算関係資料（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 補正予算関係 補正予算関係資料（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2015年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 補正予算関係 補正予算関係資料（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・概算要求担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 研究助成関係 教育研究高度化のための支援体制整備事業 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2009年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課 予算 借入金関係 財務経営センター借入金に関する文書（平成16年度） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2004年度 2015/4/1 償還完了後5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 国立大学法人施設整備費補助事業（大学教育研究特別整備費） 財務部主計課長 主計課・総括予算担当 2011年度 2013/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 平成２５年度大学教育研究基盤強化促進費（施設整備補助金） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2013年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 平成２６年度国立大学改革基盤強化促進費（施設整備補助金） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 平成２７年度国立大学改革基盤強化促進費（施設整備補助金） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 国立大学改革強化推進事業（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2012年度 2018/4/1 事業終了後5年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 国立大学改革強化推進事業（平成２５年度） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2013年度 2018/4/1 事業終了後5年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 国立大学改革強化推進事業（平成２６年度） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2014年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 国立大学改革強化推進事業（平成２７年度） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2015年度 2018/4/1 事業終了後5年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 国立大学改革強化推進事業（平成２８年度） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2016年度 2018/4/1 事業終了後5年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課 予算 補助事業関係 国立大学法人船舶建造費補助事業（平成２４年度） 財務部主計課長 主計課・予算管理担当 2012年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課長 財務部主計課総括予算担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（１９年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（２０年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（２１年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（２３年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（２４年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（２５年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（２６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（２７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 調査等 文部科学省等 省庁別財務書類に関する文書（２８年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（１６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（１７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（１８年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（１９年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（２０年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（２１年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（２３年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（２４年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（２５年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（２６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 財務諸表等 財務諸表等（２７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断

財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（１６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2005年度 2006/4/1 16年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄

当初の保存
期間満了日：
2016年3月
31日　延長
期間：6年

財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（１７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2006年度 2007/4/1 16年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄

当初の保存
期間満了日：
2017年3月
31日　延長
期間：6年

財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（１８年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（１９年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（２０年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（２１年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（２３年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（２４年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（２５年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（２６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 総勘定元帳 総勘定元帳（２７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子 共有サーバー内 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 合計残高試算表 合計残高試算表（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 合計残高試算表 合計残高試算表（２３年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 合計残高試算表 合計残高試算表（２４年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 合計残高試算表 合計残高試算表（２５年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 合計残高試算表 合計残高試算表（２６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 合計残高試算表 合計残高試算表（２７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 合計残高試算表 合計残高試算表（２８年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 振替伝票（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 振替伝票（２３年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 振替伝票（２４年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 振替伝票（２５年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
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財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 振替伝票（２６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 振替伝票（２７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 振替伝票（２８年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 予算執行振替伝票（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 主計課財務管理室資金計画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 予算執行振替伝票（２３年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 予算執行振替伝票（２４年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 予算執行振替伝票（２５年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 予算執行振替伝票（２６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 予算執行振替伝票（２７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 振替伝票等 予算執行振替伝票（２８年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 政府出資財産 政府出資財産に関する文書 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 政府出資財産 政府出資財産価額に関する文書 財務部主計課財務管理室長 財務管理室専門職員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 政府出資財産 特定の償却資産（８３特定）に関する文書 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 政府出資財産 財産評価委員会に関する文書 財務部主計課財務管理室長 財務管理室専門職員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部主計課財務管理室 決算 借入金 大学改革支援・学位授与機構借入金に関する文書 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理係 2004年度 2005/4/1 償還完了後5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 官報掲載 財務諸表に関する官報掲載（２７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 残高確認 財務諸表監査に係る残高確認（２３年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 残高確認 財務諸表監査に係る残高確認（２４年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 残高確認 財務諸表監査に係る残高確認（２５年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 残高確認 財務諸表監査に係る残高確認（２６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部主計課財務管理室 決算 残高確認 財務諸表監査に係る残高確認（２７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室財務管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部主計課財務管理室長 財務部主計課財務管理室財務管理担当 廃棄
財務部経理課 その他 その他 タクシーチケット受払簿（２8年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 休日の振替・代休通知簿（２７年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 勤務状況（定員内） 休日の振替・代休通知簿（２８年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２２年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 倉庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２３年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 倉庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２４年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 倉庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２５年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２６年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 倉庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２７年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２８年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（２４年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（２５年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（２６年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（２７年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（２８年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２２年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２３年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２４年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２５年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２６年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２７年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 債務計上票（２８年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 旅行命令書（２４年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（HDD） 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 旅行命令書（２５年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（HDD） 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 旅行命令書（２６年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（旅費システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 旅行命令書（２７年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（旅費システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 旅行命令書（２８年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（旅費システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 出張報告書（２４年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（HDD） 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 出張報告書（２５年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（HDD） 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 出張報告書（２６年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（旅費システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 出張報告書（２７年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（旅費システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 人事・勤務 出張関係 出張報告書（２８年度） 財務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（旅費システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 謝金関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（控）（２２年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 謝金関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（控）（２３年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 謝金関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（控）（２４年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 謝金関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（控）（２５年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 謝金関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（控）（２６年度） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 謝金関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（控）（２７年） 財務部経理課長 経理課旅費謝金担当 2014年度 2016/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 謝金関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（控）（２８年） 財務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2017/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 謝金関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（控）（２９年） 財務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2018/1/1 10年 2027/12/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課経理担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 債権管理簿（２２年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 債権管理簿（２３年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 債権管理簿（２４年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 債権管理簿（２５年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 債権管理簿（２６年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 債権管理簿（２７年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 債権管理簿（２８年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 収入関係 （収入金）現金出納簿（２２年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 （収入金）現金出納簿（２３年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 （収入金）現金出納簿（２４年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 （収入金）現金出納簿（２５年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 （収入金）現金出納簿（２６年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 （収入金）現金出納簿（２７年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 （収入金）現金出納簿（２８年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 収入関係 現金領収証書受払簿（２２年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金領収証書受払簿（２３年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金領収証書受払簿（２４年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
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財務部経理課 収入関係 債権関係 現金領収証書受払簿（２５年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金領収証書受払簿（２６年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金領収証書受払簿（２７年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金領収証書受払簿（２８年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 収入関係 振替伝票（２２年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 振替伝票（２３年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 振替伝票（２４年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 振替伝票（２５年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
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財務部経理課 収入関係 債権関係 未納者名簿（授業料）（２７年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（学納金管理システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 未納者名簿（授業料）（２８年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（学納金管理システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金払込仕訳書（２４年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金払込仕訳書（２５年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金払込仕訳書（２６年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金払込仕訳書（２７年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 収入関係 債権関係 現金払込仕訳書（２８年度） 財務部経理課長 経理課収入担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部経理課長 財務部経理課収入担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 書損小切手（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手原符（２２年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手原符（２３年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手原符（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手原符（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手原符（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手原符（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手原符（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手受払簿（２２年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手受払簿（２３年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手受払簿（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手受払簿（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手受払簿（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手受払簿（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 小切手受払簿（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 消費税の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿（債務計上票）及び請求書等（２１年度） 財務部経理課長 担当部局 2009年度 2010/7/1 7年 2017/6/30 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 消費税の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿（債務計上票）及び請求書等（２２年度） 財務部経理課長 担当部局 2010年度 2011/7/1 7年 2018/6/30 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 消費税の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿（債務計上票）及び請求書等（２３年度） 財務部経理課長 担当部局 2011年度 2012/7/1 7年 2019/6/30 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 消費税の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿（債務計上票）及び請求書等（２４年度） 財務部経理課長 担当部局 2012年度 2013/7/1 7年 2020/6/30 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 消費税の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿（債務計上票）及び請求書等（２５年度） 財務部経理課長 担当部局 2013年度 2014/7/1 7年 2021/6/30 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 消費税の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿（債務計上票）及び請求書等（２６年度） 財務部経理課長 担当部局 2014年度 2015/7/1 7年 2022/6/30 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 消費税の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿（債務計上票）及び請求書等（２７年度） 財務部経理課長 担当部局 2015年度 2016/7/1 7年 2023/6/30 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 消費税の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿（債務計上票）及び請求書等（２８年度） 財務部経理課長 担当部局 2016年度 2017/7/1 7年 2024/6/30 紙 書庫 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 ファームバンキング振込依頼書（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（HDD） 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 ファームバンキング振込依頼書（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（HDD） 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 ファームバンキング振込依頼書（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（HDD） 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 ファームバンキング振込依頼書（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（HDD） 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 ファームバンキング振込依頼書（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（HDD） 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振込・送金訂正（組戻）依頼書（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振込・送金訂正（組戻）依頼書（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振込・送金訂正（組戻）依頼書（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振込・送金訂正（組戻）依頼書（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振込・送金訂正（組戻）依頼書（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国送金依頼書（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国送金依頼書（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国送金依頼書（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国送金依頼書（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国送金依頼書（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国関係計算書（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国関係計算書（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国関係計算書（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国関係計算書（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 外国関係計算書（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 仕向外国送金取消・内容変更等依頼書（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 仕向外国送金取消・内容変更等依頼書（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 仕向外国送金取消・内容変更等依頼書（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 仕向外国送金取消・内容変更等依頼書（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 仕向外国送金取消・内容変更等依頼書（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 支払額確定一覧表（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 支払額確定一覧表（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 支払額確定一覧表（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 支払額確定一覧表（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 支払額確定一覧表（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振替伝票（２２年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振替伝票（２３年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振替伝票（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振替伝票（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振替伝票（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振替伝票（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 支出関係 支払関係 振替伝票（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 受入・払出決議書（２４年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 受入・払出決議書（２５年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 受入・払出決議書（２６年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 受入・払出決議書（２７年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 受入・払出決議書（２８年度） 財務部経理課長 経理課支出担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部経理課長 財務部経理課支出担当 廃棄
財務部調達課 その他 その他 タクシーチケット受払簿（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 官公需関係 官公需契約実績額及び契約見込額取りまとめ資料（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課調査統計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 官公需関係 官公需契約実績額及び契約見込額取りまとめ資料（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課調査統計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 官公需関係 官公需契約実績額及び契約見込額取りまとめ資料（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課調査統計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 官公需関係 官公需契約実績額及び契約見込額取りまとめ資料（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課調査統計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 官公需関係 官公需契約実績額及び契約見込額取りまとめ資料（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課調査統計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 一般競争契約（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 随意契約（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 予定価格積算基準（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 予定価格積算基準（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 予定価格積算基準（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 予定価格積算基準（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 予定価格積算基準（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 予定価格積算基準（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 契約関係 予定価格積算基準（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課物品契約担当 廃棄
財務部調達課 契約関係文書 特定調達契約関係 特定調達契約（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課役務契約担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 債務計上票（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 債務計上票（２２年度） 財務部調達課長 財務部調達課経費精算担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 債務計上票（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 債務計上票（２３年度） 財務部調達課長 財務部調達課経費精算担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 債務計上票（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 債務計上票（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 債務計上票（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 債務計上票（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 債務計上票（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課債務計上担当 廃棄
財務部調達課 支払関係文書 支払関係 支払関係書類 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2014年度 2015/4/1 69年 2084/3/31 紙 旧皮革工場 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 請求関係文書 請求関係 立替金（水道光熱費等）債権計上票・振替伝票・請求資料（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 請求関係文書 請求関係 立替金（水道光熱費等）債権計上票・振替伝票・請求資料（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 請求関係文書 請求関係 立替金（水道光熱費等）債権計上票・振替伝票・請求資料（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 請求関係文書 請求関係 立替金（水道光熱費等）債権計上票・振替伝票・請求資料（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（正規職員） 勤務時間報告書（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（正規職員） 勤務時間報告書（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（正規職員） 勤務時間報告書（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（正規職員） 勤務時間報告書（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（正規職員） 勤務時間報告書（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（正規職員） 休日の振替・代休通知簿（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（正規職員） 休日の振替・代休通知簿（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（正規職員） 休日の振替・代休通知簿（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（非正規職員） 勤務時間報告書（２４年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（非正規職員） 勤務時間報告書（２５年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（非正規職員） 勤務時間報告書（２６年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（非正規職員） 勤務時間報告書（２７年度） 財務部調達課長 財務部調達課管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部調達課 人事・勤務 勤務状況（非正規職員） 勤務時間報告書（２８年度） 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 財務部調達課長 財務部調達課調達企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 算定関係書類 固定資産税申告関係綴（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 算定関係書類 固定資産税申告関係綴（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 算定関係書類 固定資産税申告関係綴（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 算定関係書類 固定資産税申告関係綴（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 算定関係書類 固定資産税申告関係綴（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 通知書 固定資産税課税明細書（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 通知書 固定資産税課税明細書（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 通知書 固定資産税課税明細書（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 通知書 固定資産税課税明細書（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産税関係 通知書 固定資産税課税明細書（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成19年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成20年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成21年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成22年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成23年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の貸付関係綴（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の短期貸付関係綴（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の短期貸付関係綴（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の短期貸付関係綴（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の短期貸付関係綴（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産の短期貸付関係綴（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 学術交流会館使用許可書（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 学術交流会館使用許可書（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 学術交流会館使用許可書（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 学術交流会館使用許可書（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 学術交流会館使用許可書（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 エンレイソウ使用許可書（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 エンレイソウ使用許可書（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 エンレイソウ使用許可書（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 エンレイソウ使用許可書（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 エンレイソウ使用許可書（平成２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 百年記念会館使用許可書（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 百年記念会館使用許可書（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 百年記念会館使用許可書（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 百年記念会館使用許可書（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 百年記念会館使用許可書（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産（土地）境界査定関係綴（平成16年度） 施設部施設管理課長 施設管理課施設管理係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産（土地）境界査定関係綴（平成17年度） 施設部施設管理室長 施設管理室専門職員 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産（土地）境界査定関係綴（平成18年度） 施設部施設管理室長 施設管理室専門職員 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産（土地）境界査定関係綴（平成19年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産（土地）境界査定関係綴（平成20年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産（土地）境界査定関係綴（平成21年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産（土地）境界査定関係綴（平成22年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産（土地）境界査定関係綴（平成23年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 借入関係綴（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 借入関係綴（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 借入関係綴（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 借入関係綴（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 借入関係綴（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の維持・保存 不動産等監守計画書綴(平成19年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の維持・保存 不動産等監守計画書綴(平成21年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の維持・保存 不動産等監守計画書綴(平成22年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の維持・保存 不動産等監守計画書綴(平成23年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 地上権設定契約関係綴（平成19年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（地上権：平成19年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成16年度） 施設部施設管理課長 施設管理課施設管理係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成17年度） 施設部施設管理室長 施設管理室専門職員 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成18年度） 施設部施設管理室長 施設管理室専門職員 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成19年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成20年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成21年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成22年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成23年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 登記に関する書類綴（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成19年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成20年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成21年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成22年度） 施設部施設管理課長 施設管理課不動産運用担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成23年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 防火管理関係綴（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成17年度） 施設部施設管理室長 施設管理室施設管理係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成18年度） 施設部施設管理室長 施設管理室施設管理係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成19年度） 施設部施設管理課長 施設管理課施設管理担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成20年度） 施設部施設管理課長 施設管理課施設管理担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成21年度） 施設部施設管理課長 施設管理課施設管理担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成22年度） 施設部施設管理課長 施設管理課施設管理担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成23年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の取得・処分 固定資産（不動産等）増減異動関係綴（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 契約関係書類 契約締結伺（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 契約関係書類 契約締結伺（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 契約関係書類 契約締結伺（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 契約関係書類 契約締結伺（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（昭和62年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（昭和63年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成元年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成2年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成3年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成4年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成5年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成6年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成7年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成8年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成9年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成10年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成11年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成12年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成13年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成14年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 記録書 宿舎現況記録綴（平成15年度） 経理部管財課長 管財課第二管財掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 契約関係書類 使用貸借契約関係書類（平成24年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 契約関係書類 使用貸借契約関係書類（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 契約関係書類 使用貸借契約関係書類（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 契約関係書類 使用貸借契約関係書類（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 契約関係書類 使用貸借契約関係書類（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 貸与関係書類 宿舎入居選考関係書類（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 貸与関係書類 宿舎入居選考関係書類（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 貸与関係書類 宿舎入居選考関係書類（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 帳票関係 債務計上票（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 帳票関係 債務計上票（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 帳票関係 債務計上票（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 帳票関係 債務計上票（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 その他 請負契約等の業務日誌（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 その他 請負契約等の業務日誌（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 その他 請負契約等の業務日誌（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 職員宿舎関係 その他 請負契約等の業務日誌（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 その他 タクシーチケット受払簿（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 自動車運行関係 車両運行記録簿（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 自動車運行関係 請負契約等の業務日誌（平成25年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 自動車運行関係 請負契約等の業務日誌（平成26年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 自動車運行関係 請負契約等の業務日誌（平成27年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 自動車運行関係 請負契約等の業務日誌（平成28年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 法定帳簿 国有財産台帳綴 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1971年度 1972/4/1 除籍後30年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 区分地上権設定契約関係綴（平成9年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 区分地上権設定契約関係綴（平成15年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和62年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和63年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成元年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成2年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成3年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成4年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成5年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成6年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成7年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成8年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成9年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成10年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成11年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成12年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成13年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成14年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成15年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 借入台帳綴 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1996年度 1997/4/1 除籍後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（区分地上権：平成9年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（区分地上権：平成15年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（昭和62年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（昭和63年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成元年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成2年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成3年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成4年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成5年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成6年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成7年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成8年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成9年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成10年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成11年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成12年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成13年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成14年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成15年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和62年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和63年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成元年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成2年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成3年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成4年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成5年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成6年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成7年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成8年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成9年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成10年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成11年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成12年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成13年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成14年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成15年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成16年度） 施設部施設管理課長 施設管理課施設管理係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 整理簿 仮設物整理簿 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1964年度 1965/4/1 除籍後3年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課施設貸付担当 廃棄
財務部資産運用管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 整理簿 宿舎仮設物整理簿 経理部管財課長 管財課第二管財掛 1971年度 1972/4/1 除籍後3年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課宿舎管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 文化財関係 重要文化財関係 重要文化財指定書（昭和32年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 文化財関係 重要文化財関係 重要文化財指定書（平成元年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 文化財関係 重要文化財関係 登録文化財登録証（平成9年度） 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 文化財関係 登録有形文化財関係 登録有形文化財関係書類(平成8年度) 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 文化財関係 登録有形文化財関係 登録有形文化財関係書類(平成9年度) 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 文化財関係 登録有形文化財関係 登録有形文化財関係書類(平成10年度) 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 文化財関係 登録有形文化財関係 登録有形文化財関係書類(平成11年度) 経理部管財課長 管財課第一管財掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 文化財関係 登録有形文化財関係 登録有形文化財関係書類(平成12年度) 経理部管財課長 管財課第一管財掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 運営費交付金の請求に関する文書（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 運営費交付金の請求に関する文書（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 運営費交付金の請求に関する文書（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 運営費交付金の請求に関する文書（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 運営費交付金の請求に関する文書（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金運用に関する文書（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金運用に関する文書（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金運用に関する文書（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金運用に関する文書（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金運用に関する文書（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金の共同運用（Jファンド）に関する文書（２４年度） 資産運用管理課長 資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金の共同運用（Jファンド）に関する文書（２５年度） 資産運用管理課長 資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金の共同運用（Jファンド）に関する文書（２６年度） 資産運用管理課長 資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金の共同運用（Jファンド）に関する文書（２７年度） 資産運用管理課長 資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 財務関係文書 資金の共同運用（Jファンド）に関する文書（２８年度） 資産運用管理課長 資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 国債・地方債等債権に関する文書（１６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室専門職員 2004年度 2005/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 国債・地方債等債権に関する文書（１７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室専門職員 2005年度 2006/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 国債・地方債等債権に関する文書（１８年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画係 2006年度 2007/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 国債・地方債等債権に関する文書（１９年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2007年度 2008/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 国債・地方債等債権に関する文書（２０年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2008年度 2009/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 国債・地方債等債権に関する文書（２１年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2009年度 2010/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 国債・地方債等債権に関する文書（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2010年度 2011/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 中長期運用（２３年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2011年度 2012/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 中長期運用（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 中長期運用（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 中長期運用（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 中長期運用（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 中長期運用（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 定期預金等に関する文書（１６年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室専門職員 2004年度 2005/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 定期預金等に関する文書（１７年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室専門職員 2005年度 2006/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 定期預金等に関する文書（１８年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画係 2006年度 2007/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 定期預金等に関する文書（１９年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2007年度 2008/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 定期預金等に関する文書（２０年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2008年度 2009/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 定期預金等に関する文書（２１年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2009年度 2010/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 定期預金等に関する文書（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2010年度 2011/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 短期運用（２３年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2011年度 2012/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 短期運用（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 短期運用（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 短期運用（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2015/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 資金運用 短期運用（２8年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 満期後3 年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 振替伝票（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 財務管理室資金計画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 資金移動（２３年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 資金移動（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 資金移動（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 資金移動（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 資金移動（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 資金移動（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 予算執行振替伝票（２２年度） 財務部主計課財務管理室長 主計課財務管理室資金計画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 予算執行振替伝票（２３年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 予算執行振替伝票（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 予算執行振替伝票（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 予算執行振替伝票（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 予算執行振替伝票（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 資金運用 帳票関係 予算執行振替伝票（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（１６年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（１７年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（１８年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（１９年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（２０年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（２１年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（２２年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（２３年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール許可申請書（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（１６年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（１７年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（１８年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（１９年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（２０年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（２１年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（２２年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（２３年度） 資産運用管理課長 資産運用管理課資金・物品管理担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（２４年度） 資産運用管理課長 資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（２５年度） 資産運用管理課長 資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（２６年度） 資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（２７年度） 資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 その他 アルコール関係 アルコール使用報告書（２８年度） 資産運用管理課長 財務部資産運用管理課運用企画担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 契約締結伺（売払関係２２年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 売払（２３年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 売払（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 売払（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 売払（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 売払（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 売払（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 契約締結伺（物品貸付関係２２年度） 財務部経理課長 経理課物品管理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 有償貸付（２３年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 有償貸付（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 有償貸付（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 有償貸付（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 有償貸付（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 有償貸付（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 帳票関係 固定資産台帳 財務部経理課長 経理課管理係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 財務部資産運用管理課長

財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 副総括文書管理者が判断
財務部資産運用管理課 物品関係 移動関係 移動（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 移動関係 移動（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 移動関係 移動（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 移動関係 移動（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 移動関係 移動（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附受（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附受（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附受（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附受（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附受（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 交換関係 交換（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 交換関係 交換（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 交換関係 交換（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 交換関係 交換（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 交換関係 交換（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 不用決定（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 不用決定（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 不用決定（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 不用決定（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 除売却 不用決定（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 無償貸付（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 無償貸付（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 無償貸付（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 無償貸付（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 貸付関係 無償貸付（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附返還（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附返還（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附返還（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附返還（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 寄附関係 寄附返還（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 照合調査 固定資産の照合調査（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 照合調査 少額備品の照合調査（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 照合調査 物品等の照合調査（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 照合調査 物品等の照合調査（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 照合調査 物品等の照合調査（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 照合調査 物品等の照合調査（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 譲渡関係 無償譲渡（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 譲渡関係 無償譲渡（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 譲渡関係 無償譲渡（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 譲渡関係 無償譲渡（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 譲渡関係 無償譲渡（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 借入関係 借入（２４年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 借入関係 借入（２５年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 借入関係 借入（２６年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 借入関係 借入（２７年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
財務部資産運用管理課 物品関係 借入関係 借入（２８年度） 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 財務部資産運用管理課長 財務部資産運用管理課資金・物品管理担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 入学式 入学式（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 インターンシップ インターンシップ関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 インターンシップ インターンシップ関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 インターンシップ インターンシップ関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 平成２５年度委託事業道内教養教育連携実施に係る授業方法開発　情報基盤センター 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 共済関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 共済関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 共済関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 共済関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 共済関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 会計 購入依頼関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 会計 購入依頼関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 会計 購入依頼関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 会計 購入依頼関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 会計 購入依頼関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 原稿 原稿名簿関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 原稿 原稿名簿関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 庶務 庶務関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 庶務 庶務関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 庶務 庶務関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 庶務 庶務関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 庶務 庶務関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 情報公開 情報公開（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 情報公開 情報公開（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 情報公開 情報公開（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 情報公開 情報公開（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 情報公開 情報公開（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 情報公開 情報公開（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 情報公開 情報公開（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 情報公開 情報公開（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 情報公開 情報公開（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生課長会議（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生課長会議（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生課長会議（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
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学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係協議会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係部長会議（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係部長会議（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係部長会議（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係部長会議（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係部長会議（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係部長会議（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係部長会議（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立七大学学生関係部長会議（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長（相当職）協議会（平成１０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長（相当職）協議会（平成１１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長（相当職）協議会（平成１２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長（相当職）協議会（平成１３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 全国国立大学学生指導担当副学長協議会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道・東北地区メンタルヘルス研究協議会（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道・東北地区メンタルヘルス研究協議会（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道・東北地区メンタルヘルス研究協議会（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道・東北地区メンタルヘルス研究協議会（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道・東北地区メンタルヘルス研究協議会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学務関係 原稿 原稿名簿関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 学務関係 原稿 原稿名簿関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 学務関係 原稿 原稿名簿関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 学務関係 非正規生に関するもの 研究生関係（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学務部学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学務関係 非正規生に関するもの 研究生関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学務部学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学務関係 非正規生に関するもの 研究生関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学務関係 非正規生に関するもの 研究生関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学務関係 非正規生に関するもの 研究生関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学務関係 非正規生に関するもの 研究生関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学務関係 非正規生に関するもの 研究生関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学務関係 非正規生に関するもの 研究生関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 組織整備関係 新教育情報システム移管関係 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 給与関係 人事関係（給与）（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 給与関係 人事関係（給与）（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 給与関係 人事関係（給与）（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 給与関係 人事関係（給与）（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 共済長期 長期給付関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 研修 研修関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 研修 研修関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 研修 研修関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 通勤・業務災害 通勤災害・業務災害 学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 外国人研究員関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 外国人研究員関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 外国人研究員関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 外国人研究員関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 外国人研究員関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 非常勤講師（任免・給与）（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 非常勤講師（任免・給与）（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 非常勤講師（任免・給与）（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 非常勤講師（任免・給与）（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 非正規職員関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 非正規職員関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 非正規職員関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 非正規職員関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免・給与関係 非正規職員関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 人事関係（任免）（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 人事関係（任免）（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 人事関係（任免）（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 人事関係（任免）（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 人事関係（任免）（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 表彰 表彰関係（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 表彰 表彰関係（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 表彰 表彰関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 表彰 表彰関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 表彰 表彰関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 表彰 表彰関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 表彰 表彰関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 表彰 表彰関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 表彰 表彰関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 人事 併任・兼業 併任・兼業（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 併任・兼業 併任・兼業（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 併任・兼業 併任・兼業（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 併任・兼業 併任・兼業（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事 併任・兼業 併任・兼業（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２４年） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２５年） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２６年） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２７年） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２８年） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 保健関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 保健関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 勤務状況 保健関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 健康診断 保健関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 健康診断 保健関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令・依頼申請書（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令・依頼申請書（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令・依頼申請書（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令・依頼申請書（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令・依頼申請書（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 寒冷地手当（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 寒冷地手当（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 寒冷地手当（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 寒冷地手当（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 寒冷地手当（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 寒冷地手当（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 寒冷地手当（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 寒冷地手当（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 寒冷地手当（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 諸手当現況届（２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
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学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 諸手当現況届（２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 諸手当現況届（２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 諸手当現況届（２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 諸手当現況届（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 諸手当現況届（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 諸手当現況届（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 諸手当現況届（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 人事・勤務 諸手当 諸手当現況届（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 調査関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 調査関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 調査関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 調査関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 調査関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１０年） 学務部学生支援課長 学生課・総務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１１年） 学務部学生支援課長 学生課・総務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１２年） 学務部学生支援課長 学生課・総務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１３年） 学務部学生支援課長 学生課・総務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１４年） 学務部学生支援課長 学生課・総務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１５年） 学務部学生支援課長 学生課・総務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１６年） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１７年） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１８年） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１９年） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２０年） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２１年） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２２年） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２３年） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２４年） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２５年） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２６年） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２７年） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２８年） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成７年） 学務部学生支援課長 学生課・総務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成８年） 学務部学生支援課長 学生課・総務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成９年） 学務部学生支援課長 学生課・総務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（昭和６３年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成元年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成２年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成３年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成４年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成５年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成６年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成７年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成８年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成９年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１０年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１１年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１２年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１３年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１４年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１５年） 総務部総務課長 総務課総務掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１６年） 総務部総務課長 総務課総務係 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１７年） 総務部総務課長 総務課総務係 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１８年） 総務部総務課長 総務課総務係 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成１９年） 総務部総務課長 総務課総務担当 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成２０年） 総務部総務課長 総務課総務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成２１年） 総務部総務課長 総務課総務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成２２年） 総務部総務課長 総務課総務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成２３年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成２４年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成２５年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成２６年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 文書処理 文書収受 指令番号簿（平成２7年） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 紙 学務部 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
学務部学務企画課 法令・規程 規程 学内規程（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令・規程 規程 学内規程（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令・規程 規程 学内規程（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令・規程 規程 学内規程（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令・規程 規程 学内規程（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令・規程 規程 学内規程（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令・規程 規程 学内規程（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令・規程 規程 学内規程（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令・規程 規程 学内規程（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
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学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学ＩＲコンソーシアム事業関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学ＩＲコンソーシアム事業関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学ＩＲコンソーシアム事業関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学間連携共同教育推進事業（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学間連携共同教育推進事業（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学間連携共同教育推進事業（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 その他教務 平成２６年度総長室事業推進経費教育プロジェクト研究 学務部教務課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 平成２７年度総長室事業推進経費教育プロジェクト研究 学務部教務課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 学内共同利用委員会 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会システム技術専門委員会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会システム技術専門委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会システム利用専門委員会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会システム利用専門委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム教育利用専門委員会（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム教育利用専門委員会（平成１2年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム教育利用専門委員会（平成１3年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム教育利用専門委員会（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 情報処理教育センター運営委員会（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 情報処理教育センター運営委員会（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 情報処理教育センター運営委員会（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 情報処理教育センター運営委員会（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 情報 学内会議 教育情報システム 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当(ELMS) 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子 サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育情報システム専門部会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当(ELMS) 2016年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 教育情報システム（ELMS)「お知らせ」掲載依頼（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当(ELMS) 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 教育情報システムに関する依頼・照会 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当(ELMS) 2016年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当(ELMS) 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 オープンエデュケーション在り方検討ＷＧ（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教務情報システム担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 オープンエデュケーション在り方検討ＷＧ（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教務情報システム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 高大連携授業聴講型公開講座（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 高大連携授業聴講型公開講座（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 高大連携授業聴講型公開講座（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 高大連携授業聴講型公開講座（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 高大連携授業聴講型公開講座（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 道内４高専とのインターンシップの締結について（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 道内４高専とのインターンシップの締結について（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 道内４高専とのインターンシップの締結について（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 道内４高専とのインターンシップの締結について（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 開放事業 高大連携事業 道内４高専とのインターンシップの締結について（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 人材育成ネットワーク（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 人材育成ネットワーク（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他 人材育成ネットワーク（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学ＩＲコンソーシアム事業関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学ＩＲコンソーシアム事業関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学間連携共同教育推進事業（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学間連携共同教育推進事業（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学病院人材養成機能強化事業（平成２４年度：平成２０年度選定） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 教育総長賞（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 教育総長賞（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 教育総長賞（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 教育総長賞（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 教育総長賞（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 練習船 練習船 附属練習船関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 練習船 練習船 附属練習船関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 練習船 練習船 附属練習船関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 練習船 練習船 附属練習船関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 練習船 練習船 附属練習船関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 練習船 練習船 練習船の外航申請関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 平成２４年度総長室事業推進経費教育プログラム開発研究関係 学務部教務課長 教務課課長補佐 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム がんプロフェッショナル養成プラン（採択：平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム グローバルサイエンスキャンパス（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム グローバルサイエンスキャンパス（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム グローバルサイエンスキャンパス（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム サービス・イノベーション人材育成推進プログラム（応募：平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム サービス・イノベーション人材育成推進プログラム（応募：平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム サイエンス・パートナーシッププロジェクト（応募：平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム サイエンス・パートナーシッププロジェクト（応募：平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム サイエンス・パートナーシッププロジェクト（採択：平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム サイエンス・パートナーシッププロジェクト（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム サイエンス・パートナーシッププロジェクト（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム サイエンス・パートナーシッププロジェクト（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 教育支援プログラムの公募等（不採択）（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 教育支援プログラムの公募等（不採択）（平成２８年度） 学務部教務課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 原子力人材育成プログラム（採択：平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 原子力人材育成プログラム（採択：平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 原子力人材育成プログラム（採択：平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（採択：平成１６年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 現代的教育ニーズ取組支援プログラム（採択：平成１７年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 質の高い大学教育推進プログラム（応募：平成１８） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 質の高い大学教育推進プログラム（採択：平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム（採択：平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム（応募：平成１８年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム（応募：平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 専門職大学院等教育推進プログラム（採択：平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 専門人材の基盤的教育推進プログラム（採択：平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 戦略的大学連携支援事業（採択：平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学院教育改革支援プログラム（採択：平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学院教育改革支援プログラム（採択：平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学改革推進等補助金・研究拠点形成費等補助金（平成１８年） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学改革推進等補助金・研究拠点形成費等補助金（平成１９年） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学改革推進等補助金・研究拠点形成費等補助金（平成２０年） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学改革推進等補助金・研究拠点形成費等補助金（平成２１年） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学改革推進等補助金・研究拠点形成費等補助金（平成２２年） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学教育充実のための戦略的大学連携プログラム（採択：平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 大学病院連携型高度医療人養成推進事業（採択：平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム（採択：平成１７年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 特色ある大学教育支援プログラム（採択：平成１５年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 特色ある大学教育支援プログラム（採択：平成１６年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 派遣型高度人材育成共同プラン（採択：平成１７年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム（採択：平成１６年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 未来の科学者養成講座（応募：平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 未来の科学者養成講座（採択：平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 魅力ある大学院教育イニシアティブ（採択：平成１７年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 魅力ある大学院教育イニシアティブ（採択：平成１８年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 理数学生応援プロジェクト（応募：平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 理数学生応援プロジェクト（採択：平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 理数学生応援プロジェクト（採択：平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成１８年度） 企画部調査分析課長 企画部企画調整課点検評価係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成１９年度） 企画部調査分析課長 企画部企画調整課点検評価担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成２０年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成２１年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成２２年度） 調査分析課長 企画部調査分析課点検評価担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 評価 授業アンケート 授業アンケート関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構警備日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構警備日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構警備日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構警備日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構警備日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構警備日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構警備日誌（平成２8年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構構内環境整備業務日誌 （平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構構内環境整備業務日誌 （平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構構内環境整備業務日誌 （平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構構内環境整備業務日誌 （平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構構内環境整備業務日誌 （平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構構内環境整備業務日誌 （平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構構内環境整備業務日誌 （平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構清掃日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構清掃日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構清掃日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構清掃日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構清掃日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構清掃日誌（平成２7年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構清掃日誌（平成２8年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館警備日誌 （平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館警備日誌 （平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館警備日誌 （平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館警備日誌 （平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館警備日誌 （平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館警備日誌 （平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館警備日誌 （平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館清掃日誌 （平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館清掃日誌 （平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館清掃日誌 （平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館清掃日誌 （平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館清掃日誌 （平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館清掃日誌 （平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 情報教育館清掃日誌 （平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構駐輪場管理業務日誌 （平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構駐輪場管理業務日誌 （平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構駐輪場管理業務日誌 （平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構駐輪場管理業務日誌 （平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構駐輪場管理業務日誌 （平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構駐輪場管理業務日誌 （平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 日誌 高等教育推進機構駐輪場管理業務日誌 （平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2015年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 施設関係 施設管理関係 共同防火管理関係 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 タクシーチケット タクシーチケット受払簿 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 学生委員会予算・施設専門委員会（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学生委員会予算・施設専門委員会（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学生委員会予算・施設専門委員会（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 予算・施設・安全管理委員会（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 予算・施設・安全管理委員会（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 予算・施設・安全管理委員会（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 予算・施設・安全管理委員会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 予算・施設・安全管理委員会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 予算・施設・安全管理委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 予算・施設委員会（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 予算・施設委員会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債権計上票（２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債権計上票（２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債権計上票（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債権計上票（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債権計上票（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債務計上票（２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債務計上票（２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債務計上票（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債務計上票（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 外部資金関係 寄附金委任経理金関係 債務計上票（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収（控）（２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収（控）（２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収（控）（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収（控）（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収（控）（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収（控）（２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収（控）（２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収証書受払簿（２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収証書受払簿（２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収証書受払簿（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収証書受払簿（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収証書受払簿（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収証書受払簿（２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収証書受払簿（２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収報告書（２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収報告書（２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収報告書（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収報告書（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収報告書（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収報告書（２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 現金領収報告書（２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 振替伝票（２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 振替伝票（２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 振替伝票（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 振替伝票（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 振替伝票（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 振替伝票（２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 収入関係 振替伝票（２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 入学料・授業料関係 授業料・入学料等債権発生関連書類（２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 入学料・授業料関係 授業料・入学料等債権発生関連書類（２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 入学料・授業料関係 授業料・入学料等債権発生関連書類（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 入学料・授業料関係 授業料・入学料等債権発生関連書類（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 入学料・授業料関係 授業料・入学料等債権発生関連書類（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 入学料・授業料関係 授業料・入学料等債権発生関連書類（２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 歳入関係 入学料・授業料関係 授業料・入学料等債権発生関連書類（２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 支出関係 謝金 諸謝金関係（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 支出関係 謝金 諸謝金関係（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 支出関係 謝金 諸謝金関係（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 支出関係 謝金 諸謝金関係（２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 支出関係 謝金 諸謝金関係（２8年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 法人財産関係 法人財産使用許可関係 不動産等寄附受入承認申請（１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学務企画課 法人財産関係 法人財産使用許可関係 不動産等寄附受入承認申請（２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算執行 予算執行振替関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算執行 予算執行振替関係（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算執行 予算執行振替関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算執行 予算執行振替関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算執行 予算執行振替関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算執行 予算執行振替関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算執行 予算執行振替関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算配分 予算関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算配分 予算関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算配分 予算関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算配分 予算関係（平成２8年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算配分 予算配分関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 概算要求関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 概算要求関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 概算要求関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 概算要求関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 予算要求関係（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 予算要求関係（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 予算要求関係（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 予算要求関係（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 予算要求関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 予算要求関係（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算関係 予算要求 予算要求関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 予算決算関係 予算関係 厚生補導関係事業計画書（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 予算決算関係 予算関係 厚生補導関係事業計画書（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課会計担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 シラバスコンクール関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 シラバスコンクール関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 シラバスコンクール関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 教務一般（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 教務一般（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 教務一般（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 教務事務研修会関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 雑件（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 雑件（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 雑件（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 授業料不徴収実績関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 授業料不徴収実績関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 授業料不徴収実績関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 授業料不徴収実績関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 授業料不徴収実績関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 部局通知等（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 部局通知等（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 部局通知等（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 他大学との協定締結関係（平成２２年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 その他教務 教職・学芸員科目TA経費（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 教職・学芸員科目TA経費（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 教職・学芸員科目TA経費（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学外会議 その他学外会議（平成１９～２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 その他学外会議（平成２２年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 国立大学学生関係部長・課長会議（平成１７年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会（平成１７～２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学学生指導担当副学長・学生関係部課長会議（平成１８～２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 教育改革懇話会各WG（平成２４年度～） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学外会議 教育改革懇話会チューニングWG（平成２５年度～） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 外国語教育の在り方検討ＷＧ（平成１４年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 外国語教育の在り方検討ＷＧ（平成２１年度～平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 各種ＷＧ等関係（平成１１年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 各種ＷＧ等関係（平成１３年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 各種ＷＧ等関係（平成１４年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 各種ＷＧ等関係（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学生編成・学生募集単位検討ＷＧ（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学生編成・学生募集単位検討ＷＧ（平成１８～平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学部教育検討ＷＧ（平成１７～２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学部教育検討ＷＧ（平成２２年度～平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学部教育検討ＷＧ（平成２５年度～） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学部編成専門部会（平成１５年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務関係委員会見直しＷＧ（平成１０年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 将来構想ＷＧ関係（平成１３～平成１４年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 北海道大学教育戦略推進ＷＧ関係（平成１４～平成１６年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 免許状更新講習申請関係ＷＧ（平成２０～平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 単位互換制度に関するマニュアル検討ＷＧ（平成２５年度～平成２６年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育システム弾力化検討専門委員会（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育システム弾力化検討専門委員会（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
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学務部学務企画課 会議 学内会議 教育システム弾力化検討専門委員会（平成２０～２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会幹事会　（平成１１年度）　　　　 学務部教務課長 教務課教務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会幹事会　（平成１２年度）　　　　 学務部教務課長 教務課教務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会幹事会　（平成１３年度）　　　　 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会幹事会　（平成１４年度）　　　　 学務部教務課長 教務課教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会幹事会　（平成１５年度）　　　　 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教育改革室（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成７年度～平成１０年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成１１年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成１２年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成１３年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成１４年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成１５年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 教務委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学務委員会（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学務委員会（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学務委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学務委員会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学務委員会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学務委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 学務委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 船舶職員免許講習指定関係（平成８～１２年度）　 学務部教務課長 教務課教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 船舶職員免許講習指定関係（平成１３～１５年度）　 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 １級建築士受験資格認定関係（平成１０～１８年度）　 学務部教務課長 教務課教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 一級・二級・木造建築士関係（平成１９年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 測量士・測量士補資格認定関係（平成１０～１７年度）　　　　 学務部教務課長 教務課教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 測量士・測量士補資格認定関係（平成１９年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 電気主任技術者関係（平成７年度～） 学務部教務課長 教務課教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 電気通信主任技術者関係（平成７年度～） 学務部教務課長 教務課教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 無線従事者・電気主任技術者・電気通信主任技術者認定申請（昭和４６年～平成６年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 無線従事者関係（平成７年度～） 学務部教務課長 教務課教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 家畜人工授精講習会関係（平成２～１４年度）　　　 庶務部庶務課長 庶務課　 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 家畜人工授精講習会関係（平成１５年度～）　　　 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 食品衛生管理者・食品衛生監視員養成施設指定関係（平成１３年度～） 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 学芸員資格認定関係（平成８年度～）　　　　 学務部教務課長 教務課教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 学芸員資格認定関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 社会教育主事講習（昭和４１年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 社会教育主事講習（昭和４２年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 社会教育主事講習（昭和４３年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1968年度 1969/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 各種資格関係（司書，社会教育主事等）（平成１０～２１年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 各種資格関係（司書，社会教育主事）（平成２２年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 各種資格認定・講習 教職免許法認定講習関係（平成３年度～） 庶務部庶務課長 庶務課　 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 国立大学法人化に伴う看護師学校等の設置者変更等（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 北海道大学医療短期大学部専攻科の廃止について 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 看護師学校等指定申請（平成１５年度～） 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 医療関係技術者養成学校一覧（平成１６年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 看護学校等指定申請関係規則・通知（平成１５年度～） 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 看護師学校等の変更承認申請（平成１９年度～平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 看護師学校等の変更承認申請（平成２２年度～平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 看護師学校等の変更承認申請（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 看護師学校等の変更承認申請及び変更の届出（平成２６年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 看護師学校等の変更承認申請及び変更の届出（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 指定（認定）学校概況（平成１８～２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 指定（認定）学校概況（平成２２年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 教育課程と指定規則との対比表・指定（認定）学校概況（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 臨床検査技師等に関する指定科目関係（平成１５～２１年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 各種資格認定 学校認定等 臨床検査技師等に関する指定科目関係（平成２２年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成１３年度）　 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成１４年度）　 学務部教務課長 教務課教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成１５～１８年度）　 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成１９・２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生の除籍関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 復籍関係（平成１９年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 除籍者リスト（平成１７年度～２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 学生異動データ一覧（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 定員現員表（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 端末非設置部局学籍関係（平成２１年度～平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 端末非設置部局学籍関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 端末非設置部局学籍関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 端末非設置部局学籍関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 端末非設置部局学籍関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 教務事務特殊事例対応 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧教養部学籍 旧教養部学籍カード（昭和２４～平成９年度） 教養部事務長 教養部教務掛　 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧教養部学籍 旧教養部在籍者台帳（昭和２４～平成６年度）　　　　　　　 教養部事務長 教養部教務掛　 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧教養部成績 旧教養部成績一覧表（昭和２４～平成９年度） 教養部事務長 教養部教務掛　 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧教養部等証明 証明書関係（平成９～１５年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧教養部等証明 証明書関係（平成１６年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧制度の学籍 旧制予科学籍簿（明治４０～昭和２４年度）　　　　　　　　　 庶務課長 庶務課　 1907年度 1908/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧制度の学籍 札幌臨時教員養成所学籍簿（数学科）（昭和１７～２０年度） 庶務課長 庶務課　 1942年度 1943/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧制度の学籍 札幌臨時教員養成所学籍簿（生物科）（昭和１８～２０年度） 庶務課長 庶務課　 1943年度 1944/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学位授与者名簿（平成５・６年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学位授与者名簿（平成６～８年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学位授与者名簿（平成９～１２年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学位授与者名簿（平成１３・１４年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学位授与者名簿（平成１５～１７年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学位授与者名簿（平成１８～２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学位授与者名簿（平成２２年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業者台帳（昭和２８年度～）　　　　　　 事務局庶務課長 庶務課　 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学士試験合格予科修了者・実科専門部卒業者名簿（昭和７年度） 庶務課長 庶務課　 1932年度 1933/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 教育学部卒業名簿（昭和２７～平成４年度） 事務局庶務課長 庶務課　 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 経済学部卒業名簿（昭和２８～平成４年度） 事務局庶務課長 庶務課　 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 工学部卒業名簿（昭和４１～５８年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
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学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 工学部卒業名簿（昭和５８～平成４年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 工学部卒業名簿（明治２４～昭和４１年度） 庶務課長 庶務課　 1891年度 1892/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 医学部卒業名簿（大正１４～平成４年度） 庶務課長 庶務課　 1925年度 1926/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 歯学部卒業名簿（昭和４７～平成４年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1972年度 1973/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 実科専門部卒業台帳（明治４３～昭和２４年度） 庶務課長 庶務課　 1910年度 1911/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 獣医学部卒業名簿（昭和２９～平成４年度） 事務局庶務課長 庶務課　 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 水産学部卒業名簿（昭和２７～平成４年度） 事務局庶務課長 庶務課　 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 水産専門部・農芸科・兵学科卒業者名簿（明治２１～昭和２４年度） 庶務課長 庶務課　 1888年度 1889/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 水産専門部卒業者名簿（明治４３～昭和８年度） 庶務課長 庶務課　 1910年度 1911/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業（学士）関係（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業（学士）関係（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業（学士）関係（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業（学士）関係（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業（学士）関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業（学士）関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業（学士）関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業（学士）関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 卒業（学士）関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業 卒業（学士）関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 農学部卒業名簿（昭和４１～平成４年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 農学部卒業名簿（明治１３～昭和４１年度） 庶務課長 庶務課　 1880年度 1981/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 農林専門部・土木専門部・医学専門部卒業者名簿（明治４３～昭和２４年度） 庶務課長 庶務課　 1910年度 1911/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 農林専門部・土木専門部専修科修了者台帳（昭和２１年度） 事務局庶務課長 庶務課　 1946年度 1947/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 函館水産専門学校・教員養成所卒業者台帳（昭和１０～２８年度） 庶務課長 庶務課　 1935年度 1936/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 文学部卒業名簿（昭和２５～平成４年度） 事務局庶務課長 庶務課　 1950年度 1951/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 兵学科卒業者台帳（明治２２～４１年度） 庶務課長 庶務課　 1889年度 1890/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 法学部卒業名簿（昭和２８～平成４年度） 事務局庶務課長 庶務課　 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 法経学部卒業名簿（昭和２５～２８年度） 事務局庶務課長 庶務課　 1950年度 1951/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 法文学部卒業名簿（昭和２４・２５年度） 事務局庶務課長 庶務課　 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 薬学部卒業名簿（昭和４０～平成４年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1965年度 1966/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 予科修了者名簿（一）（明治２０～昭和１０年度） 庶務課長 庶務課　 1887年度 1888/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 予科修了者名簿（二）（昭和１１～２４年度） 庶務課長 庶務課　 1936年度 1937/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 理学部卒業名簿（昭和５９～平成４年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 理学部卒業名簿（昭和７～昭和５９年度） 庶務課長 庶務課　 1932年度 1933/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学位記基本フォーマット（平成１１年度～） 学務部教務課長 教務課教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 卒業　　 学位再発行関係（平成２２年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（大学学部の課程）（平成１１．１１） 学務部教務課長 教務課教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 課程認定に係る教科に関する科目の変更届（平成１２年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 課程認定に係る教科に関する科目の変更届（平成１３～１６年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成１８・１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職免許課程認定申請・変更・廃止届（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教職・共通開設科目関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教育職員免許関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教育職員免許関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教育職員免許関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教育職員免許関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教育職員免許関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員研修モデルカリキュラム開発プログラム（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員研修モデルカリキュラム開発プログラム（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員研修モデルカリキュラム開発プログラム（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員研修モデルカリキュラム開発プログラム（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員研修モデルカリキュラム開発プログラム（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 特別支援教育等に関する事業委託等（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 特別支援教育等に関する事業委託等（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 特別支援教育等に関する事業委託等（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 特別支援教育等に関する事業委託等（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 特別支援教育等に関する事業委託等（平成２8年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 免許状更新講習認定申請関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 免許状更新講習認定申請関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 免許状更新講習認定申請関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 免許状更新講習認定申請関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 免許状更新講習認定申請関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習成績表（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習成績表（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習成績表（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習成績表（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習成績表（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員講習開設事業費等補助金（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員講習開設事業費等補助金（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員講習開設事業費等補助金（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員講習開設事業費等補助金（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員講習開設事業費等補助金（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習実施事務センター関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習実施事務センター関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習実施事務センター関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習実施事務センター関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習実施事務センター関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 資料 本学の資料 教育改革室基礎資料集（平成１６～平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 教育改革室基礎資料集（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 教育改革室基礎資料集（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 教育改革室基礎資料集（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 教育改革室基礎資料集（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 教育改革室基礎資料集（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 教育改革室基礎資料集（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 教育改革室基礎資料集（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 答申関係（平成１０～平成１１年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 答申関係（平成１２～平成１４年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 答申関係（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 答申関係（平成１７～平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 答申関係（平成２４年度～） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 授業科目のナンバリング（平成２４年度～） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 共通事務処理マニュアル関係（平成２４年度～） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 教務関係共通事務処理マニュアル（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 卒業生アンケート関係（平成２５年度～） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 新GPA制度関係（平成２６年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 各種資格等関係規則集 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 国立７大学（除　北大）大学通則等規定資料 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 法令に基づく公表事項（平成２２年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 法令に基づく公表事項（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 新制度の導入（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 全学教育資料 教務関係資料集（上・下巻）に関する資料（平成８年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 全学教育資料 北海道大学教務関係資料集（上・下）（平成８年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 旧教養部資料 北海道大学教養部点検評価報告書（平成４年度～平成６年度） 庶務部庶務課長 庶務課　 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査・統計・問合せ等（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査・統計・問合せ等（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査・統計・問合せ等（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査・統計・問合せ等（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査・統計・問合せ等（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 国立大学の学部における定員超過抑制に関する学生数調べ（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 国立大学の学部における定員超過抑制に関する学生数調べ（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 国立大学の学部における定員超過抑制に関する学生数調べ（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 国立大学の学部における定員超過抑制に関する学生数調べ（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 国立大学の学部における定員超過抑制に関する学生数調べ（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成１７・１８年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成１９・２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成２６年度） 学務部学務企画課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 年度計画 年度計画（平成２９年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 第１期中期目標期間評価関係（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 第２期中期目標期間評価関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 第３期中期目標期間評価関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
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学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 実績報告書（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 年度計画･評価 評価 大学機関別認証評価（第２サイクル平成２７年度実施） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学生定員関係通知（昭和２６～平成１５年度）　 庶務部庶務課長 庶務課　 1951年度 1952/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 教育関係法規通知（平成１６～１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 10年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学校教育法等改正通知関係（平成１７年度～１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学校教育法等改正通知関係（平成２０年度 ～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学校教育法等改正通知関係（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学校教育法等改正通知関係（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学校教育法等改正通知関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学校教育法等改正通知関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学校教育法等改正通知関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学校教育法等改正通知関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等　　　 学校教育法等改正通知関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 法令 法律・省令等 学校教育法等改正通知関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 201６年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 工業教員養成所関係（昭和３７～平成１３年度）　 庶務部庶務課長 庶務課　 1962年度 1963/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 工業教員養成所事務規程関係（昭和３７～平成１３年度）　 庶務部庶務課長 庶務課　 1962年度 1963/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 学内規程制定通知関係（平成８～平成１０年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 学内規程制定通知関係（平成１１～平成１２年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 学内規程制定通知関係（平成１３～平成１４年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 学内規程制定通知関係（平成１５年度） 学務部教務課長 教務課教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 学内規程制定通知関係（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 学内規程制定通知関係（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 規程等の改正（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 規程等の改正（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 規程等の改正（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 規程等の改正（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 法令 本学の規程等 規程等の改正（平成２２年度～） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 行事 学位記授与式 学位記授与式（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育企画担当 廃棄
学務部学務企画課 入学 入学者の決定 入学許可の手続き関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 入学 入学者の決定 入学許可の手続き関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士論文インターネット公表（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士論文インターネット公表（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課大学院係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程（法科大学院）修了者名簿（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課大学院係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院専門職学位課程修了者名簿（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 その他教務 ＴＦ（ティーチング・フェロー）関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 その他教務 ＴＦ（ティーチング・フェロー）関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 その他教務 ＴＦ（ティーチング・フェロー）関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 博士課程教育リーディングプログラム（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 博士課程教育リーディングプログラム（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 博士課程教育リーディングプログラム（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 博士課程教育リーディングプログラム（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 博士課程教育リーディングプログラム（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 博士課程教育リーディングプログラム（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 履修証明制度 履修証明制度 履修証明プログラム（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 履修証明制度 履修証明制度 履修証明プログラム（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 履修証明制度 履修証明制度 履修証明プログラム（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 履修証明制度 履修証明制度 履修証明プログラム（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 履修証明制度 履修証明制度 履修証明プログラム（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 履修証明制度 履修証明制度 履修証明プログラム（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 リーディングプログラム推進専門委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 リーディングプログラム推進専門委員会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院教育検討ＷＧ（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院教育検討ＷＧ（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院教育検討ＷＧ（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院教育検討ＷＧ（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院教育検討ＷＧ（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与（博士）指針関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与（博士）指針関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与（博士）指針関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与（博士）指針関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与（博士）指針関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与（博士）指針関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与率（博士）関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与率（博士）関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与率（博士）関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与率（博士）関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与率（博士）関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 その他 学位授与率（博士）関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士・修士課程）関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士・修士課程）関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士・修士課程）関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士・修士課程）関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士・修士課程）関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与者名簿（大正１１．９～昭和３７．３） 庶務課長 庶務課　 1922年度 1923/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与証明書交付願（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与証明書交付願（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与証明書交付願（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与番号簿（大正１１．９～昭和３７．３） 庶務課長 庶務課　 1922年度 1923/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与報告関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与報告関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位授与報告関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位簿（乙）（昭和３５．１２～平成６．３） 学務部教務課長 教務課専門員 1960年度 1961/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位簿（乙）（平成１０．９～平成１７．３） 学務部教務課長 教務課専門員 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位簿（乙）（平成１７．６～平成２３．１２） 学務部教務課長 教務課専門員 2005年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位簿（乙）（平成６．６～平成１０．６） 学務部教務課長 教務課専門員 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位簿（甲）（昭和３３．９～平成６．３） 学務部教務課長 教務課専門員 1958年度 1959/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位簿（甲）（平成１０．９～平成１７．３） 学務部教務課長 教務課専門員 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位簿（甲）（平成１７．６～平成２３．１２） 学務部教務課長 教務課専門員 2005年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位簿（甲）（平成６．６～平成１０．６） 学務部教務課長 教務課専門員 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 学位論文審査付託（平成２６．４～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位論文審査付託（平成２７．４～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 学位論文審査付託（平成２８．４～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 旧制の学位授与者一覧（授与番号順） 学務部教務課長 教務課専門員 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院修士課程修了者名簿（昭和３０．３～昭和４９．３） 学務部教務課長 教務課専門員 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院修士課程修了者名簿（昭和５０．３～昭和５９．３） 学務部教務課長 教務課専門員 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院修士課程修了者名簿（昭和６０．３～平成５．３） 学務部教務課長 教務課専門員 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院修士課程修了者名簿（平成１３．９～平成２１．３） 学務部教務課長 教務課専門員 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院修士課程修了者名簿（平成１３．９～平成２１．３） 学務部教務課長 教務課専門員 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院修士課程修了者名簿（平成２１．９～） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 大学院修士課程修了者名簿（平成５．９～平成１３．３） 学務部教務課長 教務課専門員 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成１９．９） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２０．３） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２０．９） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２１．３） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２１．９） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２２．３） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２２．９） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２３．３） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２３．９） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２４．３） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２４．９） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２５．３） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２５．９） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２６．３） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２６．９） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２７．３） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２７．９） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２８．３） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２８．９） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士学位記授与式（平成２９．３） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
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学務部学務企画課 学位 学位 博士論文インターネット公表（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学位 学位 博士論文インターネット公表（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課大学院係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課大学院係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 学生の異動 大学院学生の除籍関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧制度の学籍 旧制大学院特別研究生（昭和２１～２５年）　　　　　　　　　 庶務課長 庶務課　 1946年度 1947/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 学籍等 旧制度の学籍 研究奨学生（昭和２６年～） 事務局庶務課長 庶務課　 1951年度 1952/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 教育訓練給付関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 教育訓練給付関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 教育訓練給付関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 教育訓練給付関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 教育訓練給付関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 大学院理工系専門基礎科目関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 大学院理工系専門基礎科目関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 大学院理工系専門基礎科目関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教育実施 大学院教育 大学院理工系専門基礎科目関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（大学院の課程）（平成１５．９） 学務部教務課長 教務課専門員 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（大学院の課程）（平成１６．９） 学務部教務課長 教務課大学院係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（大学院の課程）（平成１７．９） 学務部教務課長 教務課大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（大学院の課程）（平成１８．９） 学務部教務課長 教務課大学院係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（大学院の課程）（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課大学院係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 学位論文内容及び審査の要旨（第１号～） 学務部教務課長 教務課専門員 1958年度 1959/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成１２年度） 学務部教務課長 教務課専門員（大学院担当） 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成１３年度） 学務部教務課長 教務課専門員（大学院担当） 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成１４年度） 学務部教務課長 教務課専門員（大学院担当） 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成１５年度） 学務部教務課長 教務課専門員（大学院担当） 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課大学院係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課大学院係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院共通授業科目履修案内（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院理工系専門基礎科目・大学院共通授業科目履修案内（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院理工系専門基礎科目・大学院共通授業科目履修案内（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院理工系専門基礎科目・大学院共通授業科目履修案内（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院理工系専門基礎科目履修案内（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院理工系専門基礎科目履修案内（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 資料 本学の資料 大学院理工系専門基礎科目履修案内（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 副総括文書管理者が判断
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査（大学院関係）（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査（大学院関係）（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査（大学院関係）（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査（大学院関係）（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 各種調査（大学院関係）（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 学位授与状況等（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 学位授与状況等（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 学位授与状況等（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 学位授与状況等（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 学位授与状況等（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 大学院活動状況調査（平成２３年度対象） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 大学院活動状況調査（平成２４年度対象） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 大学院活動状況調査（平成２５年度対象） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 調査 調査 大学院活動状況調査（平成２６年度対象） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務課書庫N165A 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 教育支援プログラム 成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT2）関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 身上調書（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 身上調書（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 身上調書（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 身上調書（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 人事 任免関係 身上調書（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 人事 公益通報 公益通報に関する事前調査関係 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 人事 公益通報 公益通報に関する調査委員会関係 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１８年度） 学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１９年度） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成２０年度） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成２１年度） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成２２年度） 教務課長 学務部教務課総務担当 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成２３年度） 教務課長 学務部教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成２４年度） 教務課長 学務部教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成２５年度） 教務課長 学務部教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（平成１８年度） 学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（平成１９年度） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（平成２０年度） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（平成２１年度） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（日本学術振興会含む）（平成２２年度） 教務課長 教務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（日本学術振興会含む）（平成２３年度） 教務課長 学務部教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（日本学術振興会含む）（平成２４年度） 教務課長 学務部教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（日本学術振興会含む）（平成２５年度） 教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（日本学術振興会含む）（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（日本学術振興会含む）（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 研究協力 助成 研究協力（日本学術振興会含む）（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 人事 選考 教員選考委員会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 人事 選考 教員選考委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 人事 選考 教員選考委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２４年） 教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２５年） 教務課長 教務課総務担当 2012年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令・依頼申請書（平成２４年度） 教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令・依頼申請書（平成２５年度） 教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１０年） 学生課長 学生課・総務掛 1998年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１１年） 学生課長 学生課・総務掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１２年） 学生課長 学生課・総務掛 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１３年） 学生課長 学生課・総務掛 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１４年） 学生課長 学生課・総務掛 2002年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１５年） 学生課長 学生課・総務掛 2003年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１６年） 学生課長 学生課・総務掛 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１７年） 学生支援課長 学生支援課学生係 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１８年） 学生支援課長 学生支援課学生係 2006年 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１９年） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２０年） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２１年） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書分類 文書収受 文書収受発送簿（平成２２年） 教務課長 教務課総務担当 2010年 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書分類 文書収受 文書収受発送簿（平成２３年） 教務課長 教務課総務担当 2011年 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書分類 文書収受 文書収受発送簿（平成２４年） 教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書分類 文書収受 文書収受発送簿（平成２５年） 教務課長 教務課総務担当 2012年 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書分類 文書収受 文書収受発送簿（平成２６年） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書分類 文書収受 文書収受発送簿（平成２７年） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 文書分類 文書収受 文書収受発送簿（平成２８年） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 法令 本学の規程等 高等教育機能開発総合センター規則集関係 教務課長 教務課教務掛 1995年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成１３年度） 学生課長 学）厚生補導担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成１４年度） 学生課長 学）厚生補導担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成１５年度） 学生課長 学）厚生補導担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成１６年度） 学生支援課長 学生支援課厚生係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成１７年度） 学生支援課長 学生支援課厚生係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成１８年度） 学生支援課長 学生支援課厚生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成１９年度） 学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成２０年度） 学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成２１年度） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター運営委員会（平成２２年度） 学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育推進機構運営委員会（平成２２年度） 教務課長 教務課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育推進機構運営委員会（平成２３年度） 教務課長 教務課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育推進機構運営委員会（平成２４年度） 教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育推進機構運営委員会（平成２５年度） 教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育推進機構運営委員会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育推進機構運営委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育推進機構運営委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター点検評価委員会（平成１７年度） 学生支援課長 学生支援課厚生係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター点検評価委員会（平成１９年度） 学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター点検評価委員会（平成２０年度） 学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等センター点検評価委員会（平成２１年度） 学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 点検評価 点検評価 高等センター点検評価関係（平成１９年度） 学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 点検評価 点検評価 高等センター点検評価関係（平成２０年度） 学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 点検評価 点検評価 高等センター点検評価関係（平成２１年度） 学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 点検評価 点検評価 高等センター点検評価関係（平成２２年度） 学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 その他 RI 放射性同位元素・エックス線装置取扱者登録書（平成２４年度） 教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 その他 RI 放射性同位元素・エックス線装置取扱者登録書（平成２５年度） 教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 その他 RI 放射性同位元素・エックス線装置取扱者登録書（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 その他 RI 放射性同位元素・エックス線装置取扱者登録書（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 その他 RI 放射性同位元素・エックス線装置取扱者登録書（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構事務 その他 エックス線 個人線量報告書 教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 廃棄
高等教育推進機構 高等教育研究部 高等教育研究部門 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 高等教育推進機構長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 高等教育推進機構長 教員 廃棄
高等教育推進機構 高等教育開発研究部 高等教育開発研究部 科学研究費補助金成果報告書（平成２５年度） 高等教育推進機構長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 高等教育推進機構長 教員 廃棄
高等教育推進機構 高等教育研究部 高等教育研究部門 生涯学習計画セミナー資料（平成２４年度） 高等教育推進機構長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 高等教育推進機構長 教員 廃棄
高等教育推進機構 高等教育開発研究部 高等教育開発研究部 生涯学習計画セミナー資料（平成２５年度） 高等教育推進機構長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 高等教育推進機構長 教員 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
高等教育推進機構 高等教育研究部 高等教育研究部門 博物館ボランティアの集い（平成２４年度） 高等教育推進機構長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 高等教育推進機構長 教員 廃棄
高等教育推進機構 高等教育開発研究部 高等教育開発研究部 博物館ボランティアの集い（平成２５年度） 高等教育推進機構長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 高等教育推進機構長 教員 廃棄
高等教育推進機構 高等教育研究部 高等教育研究部門 スポーツトレーニングセンター公開講座資料（平成２４年度） 高等教育推進機構長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 高等教育推進機構長 教員 廃棄
高等教育推進機構 高等教育研究部 高等教育研究部門 スポーツトレーニングセンター公開講座資料（平成２５年度） 高等教育推進機構長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 高等教育推進機構長 教員 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 授業評価専門部会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 授業評価専門部会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 授業評価専門部会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 授業評価専門部会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 授業評価専門部会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 公開講座実施部会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育開発研究専門委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 生涯学習計画研究専門委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 開放事業 公開講座 公開講座（生涯学習計画研究部門の企画実施によるもの）（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 高等教育開発研究 高等教育開発研究部門関係 高等教育開発研究部関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ１～Ｎｏ４ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ５～Ｎｏ１０ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ１１～Ｎｏ１６ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ１７～Ｎｏ２２ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ２３～Ｎｏ２８ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ２９～Ｎｏ３４ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ３５～Ｎｏ４０ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ４１～Ｎｏ４６ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ４７～Ｎｏ５２ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ５３～Ｎｏ５８ 学務部教務課長 教務課大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ５９～Ｎｏ６３ 学務部教務課長 教務課大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ６４～Ｎｏ６９ 学務部教務課長 教務課大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ７０～Ｎｏ７４ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ７５～Ｎｏ７８ 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュースＮｏ７９～Ｎｏ８２ 学務部教務課長 教務課教務情報システム担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 センターニュース特別号 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第１号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第２号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第３号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第４号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第５号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第６号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第７号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第８号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第９号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第１０号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第１１号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第１２号） 学務部教務課長 教務課大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第１３号） 学務部教務課長 教務課大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第１４号） 学務部教務課長 教務課大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第１５号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第１６号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（第１７号） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 高等教育ジャーナル（特別号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 生涯学習研究年報（第２号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 生涯学習研究年報（第３号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 生涯学習研究年報（第４号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 生涯学習研究年報（第５号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 生涯学習研究年報（第６号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 生涯学習研究年報（第７号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 生涯学習研究年報（第８号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 センター資料 生涯学習研究年報（第９号） 学務部教務課長 教務課生涯学習担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 センターニュースＮｏ８３～Ｎｏ８６（Ｎｏ８４からは「ニュースレター」） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 ニュースレターＮｏ８７～Ｎｏ９０ 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 ニュースレターＮｏ９１～Ｎｏ９４ 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 ニュースレターＮｏ９５～Ｎｏ９７ 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 ニュースレターＮｏ９８～Ｎｏ１０１ 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 ニュースレターＮｏ１０２～Ｎｏ１０４ 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 ニュースレターＮｏ１０５～Ｎｏ１０７ 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 201６年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 高等教育ジャーナル（第１８号） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 高等教育ジャーナル（第１９号） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 高等教育ジャーナル（第２０号） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 高等教育ジャーナル（第２１号） 学務部教務課長 教務課教育推進担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 高等教育ジャーナル（第２２号） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 高等教育ジャーナル（第２３号） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 資料 機構資料 高等教育ジャーナル（第２４号） 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 副総括文書管理者が判断
高等教育推進機構事務 センター オープンエデュケーションセンター関係 オープンエデュケーションセンター関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 センター オープンエデュケーションセンター関係 オープンエデュケーションセンター関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 センター オープンエデュケーションセンター関係 オープンエデュケーションセンター関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 センター 高等教育研修センタ高等教育研修センター関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 センター 高等教育研修センタ高等教育研修センター関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 センター 高等教育研修センタ教育関係共同利用拠点（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 センター 高等教育研修センタ教育関係共同利用拠点（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研修 研修 高等教育研修センター主催研修関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研修 研修 高等教育研修センター主催研修関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研修 研修 北海道大学教育ワークショップ（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研修 研修 北海道大学教育ワークショップ（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
高等教育推進機構事務 研修 研修 北海道大学教育ワークショップ（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研修 研修 TA研修会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研修 研修 TA研修会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研修 研修 TF研修会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研修 研修 TF研修会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 研修 研修 TF研修会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育研修センター共同利用運営委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育研修センター共同利用運営委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育研修専門委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育研修専門委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育研究専門委員会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育研究専門委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 高等教育研究専門委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 オープンエデュケーション専門委員会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 オープンエデュケーション専門委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 オープンエデュケーション専門委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教育支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 科学技術コミュニケーション教育研究部関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企学務部学務企廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 科学技術コミュニケーション教育研究部関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課大学院2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企学務部学務企廃棄
高等教育推進機構事務 会議 学内会議 科学技術コミュニケーション教育研究部関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企学務部学務企廃棄
高等教育推進機構事務 開放事業 公開講座 全学企画公開講座（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教育推2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企学務部学務企廃棄
高等教育推進機構事務 開放事業 公開講座 全学企画公開講座（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教育推2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企学務部学務企廃棄
高等教育推進機構事務 開放事業 公開講座 全学企画公開講座（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企学務部学務企廃棄
高等教育推進機構事務 開放事業 公開講座 全学企画公開講座（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企学務部学務企廃棄
高等教育推進機構事務 開放事業 公開講座 全学企画公開講座（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課教2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企学務部学務企廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院共通教育専門委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院共通教育専門委員会（平成２５年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院共通教育専門委員会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院共通教育専門委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 会議 学内会議 大学院共通教育専門委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課大学院担当 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 施設整備補助金（スタジオ教室整備）（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 総長特別経費（スタジオ教室整備等）（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 概算要求（ＯＥセンターの機能強化）（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 概算要求（ＯＥセンターの機能強化）（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
学務部学務企画課 その他 その他教務 概算要求（高度教学ＩＲセンター）（平成２９年度） 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 廃棄
数理データサイエンス教育研究センター その他 その他教務 概算要求（数理・データサイエンス教育研究センター）（平成２９年度） 学務部学務企画課長 学務企画課課長補佐 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学務企画課長 学務部学務企画課教育支援担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 「学生の声」投書・回答関係（平成２６年度～） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 1年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 全学教育関係調査･照会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 全学教育関係調査･照会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 全学教育関係調査･照会（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 全学教育関係調査･照会（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 全学教育関係調査･照会（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 単位の実質化に関するアンケート（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 単位の実質化に関するアンケート（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 単位の実質化に関するアンケート（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 単位の実質化に関するアンケート（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 単位の実質化に関するアンケート（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 授業公開・授業参観制度（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 授業公開・授業参観制度（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 授業公開・授業参観制度（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 授業公開・授業参観制度（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 授業公開・授業参観制度（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成１３年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成１４年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成１５年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会小委員会（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会小委員会（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会小委員会（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会小委員会（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育委員会小委員会（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育専門委員会（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育専門委員会（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育専門委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育専門委員会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育専門委員会（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育専門委員会（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育専門委員会（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 全学教育科目責任者会議（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 ティーチングアシスタント・非常勤関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 ティーチングアシスタント・非常勤関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 ティーチングアシスタント・非常勤関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 ティーチングアシスタント・非常勤関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 ティーチングアシスタント・非常勤関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 科目等履修生（日本国憲法を含む）関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 科目等履修生（日本国憲法を含む）関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 科目等履修生（日本国憲法を含む）関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 科目等履修生（日本国憲法を含む）関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 科目等履修生（日本国憲法を含む）関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 休講台帳（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 休講台帳（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 休講台帳（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 教員からの成績報告表（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 教員からの成績報告表（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 教員からの成績報告表（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 教員からの成績報告表（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 教員からの成績報告表（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 再履修願（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 再履修願（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 再履修願（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 再履修願（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 再履修願（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育運営費関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育運営費関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育運営費関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目開講計画関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目開講計画関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目開講計画関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目開講計画関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目開講計画関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目履修関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目履修関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目履修関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目履修関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育科目履修関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育関係委員発令手続き（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育関係委員発令手続き（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育関係委員発令手続き（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育関係委員発令手続き（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育関係委員発令手続き（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育既修得申請関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育既修得申請関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育既修得申請関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育既修得申請関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育既修得申請関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 英語優秀認定関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 英語優秀認定関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 英語優秀認定関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 英語優秀認定関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 英語優秀認定関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育学期末試験・追試験（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育学期末試験・追試験（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育学期末試験・追試験（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育学期末試験・追試験（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 全学教育学期末試験・追試験（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 定期試験中の不正行為関係（平成９～２６年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 学期末試験等の不正行為関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 学期末試験等の不正行為関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 履修届（学務部控）（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 履修届（学務部控）（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 履修登録した科目の取消関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 履修登録した科目の取消関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 成績評価に関する申立て関係（平成２１～２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2009年度 2010/4/1 8年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 全学教育 成績評価に関する申立て関係（平成２５年度～） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 資料 旧教養部資料 教養部授業内容一覧（昭和５３～平成６年度） 学務部教務課長 教養部教務掛 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 保管庫 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 旧教養部資料 教養部便覧（昭和３８～５３年度） 学務部教務課長 教養部教務掛 1963年度 1964/4/1 常用 未定 紙 保管庫 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 旧教養部資料 教養部履修の指針と学生生活（昭和５４～５９年度） 学務部教務課長 教養部教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 保管庫 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 旧教養部資料 教養部履修の手引き（昭和６０～平成６年度） 学務部教務課長 教養部教務掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 保管庫 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成１５年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2005年度 2006/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2007年度 2008/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
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学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 履修者数一覧・成績分布（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成１３～１６年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育の時間割（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成７年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成８年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成９年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１０年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１１年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１２年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１３年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１４年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１５年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１６年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１７年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 資料 全学教育資料 全学教育実施の手引き（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 国立大学教養教育実施組織会議（平成１８～２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 国立大学教養教育実施組織会議（平成２１～２３年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 国立大学教養教育実施組織会議（平成２４～２７年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 国立大学教養教育実施組織会議（平成２８～年度） 学務部教務課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 国立大学教養教育実施組織会議（平成２８～年度） 学務部教務課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 東北・北海道地区大学一般教育研究会（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 東北・北海道地区大学一般教育研究会（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 東北・北海道地区大学一般教育研究会（平成２１～２６年度） 学務部教務課長 教務課教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成２３～２４年度） 学務部教務課長 教務課教育企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成２５～２７年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成２８～年度） 学務部教務課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２６年度～） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 その他 その他 個人情報保護関係（平成２６年度～） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 その他教務 北海道地区国立大学教養教育連携関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 その他教務 北海道地区国立大学教養教育連携関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 その他教務 北海道地区国立大学教養教育連携関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他庶務 庶務関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他庶務 庶務関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他庶務 庶務関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育･総合教育担当（全学) 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 人事･勤務 出張・研修関係 旅行命令簿･領収書・出張依頼（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 人事･勤務 出張・研修関係 旅行命令簿･領収書・出張依頼（平成２６年度～） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 人事･勤務 勤務状況 振替代休通知簿（平成２６年度～） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育･総合教育担当（全学) 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 宣誓書（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 宣誓書（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 宣誓書（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部　各種調査関係（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部　各種調査関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部　各種調査関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部　各種調査関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部　各種調査関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部　各種調査関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部　各種調査関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 係争関係 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 事件終了後30年 2046/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 クラス担任会議（平成１８年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 クラス担任会議（平成１９年度） 学務部教務課長 教務課共通教育掛 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 クラス担任会議（平成２０年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 クラス担任会議（平成２１年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 クラス担任会議（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
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学務部教育推進課 会議 学内会議 クラス担任会議（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課全学教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育教務専門委員会（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育教務専門委員会（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育教務専門委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育教務専門委員会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 学務委員会総合教育教務・学生専門委員会（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 学務委員会総合教育教務・学生専門委員会（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 学務委員会総合教育教務・学生専門委員会（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育移行専門委員会（平成２２年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育移行専門委員会（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育移行専門委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育移行専門委員会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育移行専門委員会（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育移行専門委員会（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合教育移行専門委員会（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 オリエンテーション・ガイダンス（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 オリエンテーション・ガイダンス（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 オリエンテーション・ガイダンス（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 オリエンテーション・ガイダンス（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 オリエンテーション・ガイダンス（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 クラス担任（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 クラス担任（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 クラス担任（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 クラス担任（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 クラス担任（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 総合教育関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 総合教育関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 総合教育関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 総合教育関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 総合教育関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 アカデミック・サポートセンター（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 アカデミック・サポートセンター（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 アカデミック・サポートセンター（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 ラーニングサポート室（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 ラーニングサポート室（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 入学 入学手続き 入学手続き関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 入学 入学手続き 入学手続き関係（平成２６年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 入学 入学手続き 入学手続き関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 入学 入学手続き 入学手続き関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 入学 入学手続き 入学手続き関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 志望調査・登録関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 志望調査・登録関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 志望調査・登録関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 志望調査・登録関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 志望調査・登録関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 学生関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 学生関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 学生関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 学生関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 学生関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 外国人留学生関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 外国人留学生関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 外国人留学生関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 外国人留学生関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 外国人留学生関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 障害等のある志願者の取扱い（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 障害等のある志願者の取扱い（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 留学等の応募・申請（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 総合教育 留学等の応募・申請（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 学生カード 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 学籍異動関係（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 学籍異動関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 学籍異動関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 学籍異動関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 学籍異動関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 学籍異動関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 各種証明書（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 各種証明書（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 各種証明書（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 保証書住所等変更（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 保証書住所等変更（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 総合教育 保証書住所等変更（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 シラバス 総合教育 総合教育部シラバス 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 学生便覧 総合教育 総合教育部便覧 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部ホームページ（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部ホームページ（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務　 総合教育部ホームページ（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合入試・総合教育に係る検証WG（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合入試・総合教育に係る検証WG（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課総合教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合入試・総合教育に係る検証WG（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
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学務部教育推進課 会議 学内会議 総合入試・総合教育に係る検証WG（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 総合入試・総合教育に係る検証WG（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 その他 その他庶務 庶務・雑件（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他庶務 庶務・雑件（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課総合教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他庶務 庶務関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（総合） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（総合） 廃棄
学務部教育推進課 データ 教務情報 学位記作成データ（平成８年度～） 学務部教務課長 教務課教務情報システム室 1996年度 1997/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 データ 教務情報 学生証再発行データ（平成１０年度～） 学務部教務課長 教務課教務情報システム室 1998年度 1999/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 データ 教務情報 学籍異動データ（平成８年度～） 学務部教務課長 教務課教務情報システム室 1996年度 1997/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 データ 教務情報 学籍基本データ（平成７年度～） 学務部教務課長 教務課教務情報システム室 1995年度 1996/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 データ 教務情報 教育研究災害傷害保険加入者データ（平成７年度～） 学務部教務課長 教務課教務情報システム室 1995年度 1996/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 データ 教務情報 証明書発行状況データ（平成１０年度～） 学務部教務課長 教務課教務情報システム室 1998年度 1999/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 データ 教務情報 成績データ（平成７年度～） 学務部教務課長 教務課教務情報システム室 1995年度 1996/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 データ 教務情報 履修データ（平成８年度～） 学務部教務課長 教務課教務情報システム室 1996年度 1997/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 教務情報システム専門委員会（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教務情報システム担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 教務情報システム専門委員会（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教務情報システム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 教務情報システム専門委員会（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 教務情報システム専門委員会（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 教務情報システム専門委員会（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付関係（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教務情報システム担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付関係（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教務情報システム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付同意書（平成２４年度） 学務部教務課長 教務課教務情報システム担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付同意書（平成２５年度） 学務部教務課長 教務課教務情報システム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付同意書（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付同意書（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 学修簿送付同意書（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 学生証 学生証関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 学生証 学生証関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 学生証 学生証関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課教務情報システム担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 教務情報システム担当 廃棄
学務部教育推進課 財務 補助金 平成２４・２５年度国立大学改革強化推進補助金関係 学務部教務課長 教務課課長補佐 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 平成２４年度双方向遠隔授業システム仕様策定準備関係 学務部教務課長 教務課課長補佐 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 書庫N165A 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 双方向遠隔授業システム関係 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 書庫N165A 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 道内国立大学教養教育充実強化関係（平成２３年度～平成２４年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施連絡会議（平成２５年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施連絡会議（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2014年度 2015/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施連絡会議（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施連絡会議（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施実務者連絡会（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2014年度 2015/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施実務者連絡会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施実務者連絡会（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施運営委員会（平成２５～２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2014年度 2015/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施運営委員会（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 学外会議 教養教育連携実施運営委員会（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 雑件（平成２５年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 雑件（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2014年度 2015/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 雑件（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 雑件（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 双方向遠隔授業の環境整備計画実施ワーキンググループ 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 書庫N165A 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 教養教育連携実施　先行事業実施調査 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 会計 購入依頼関係（平成２５年度～平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 会計 購入依頼関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 北海道地区国立大学教養教育連携実施事業に係るＦＤ（平成２５年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 研修会関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2014年度 2015/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 研修会関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 研修会関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 補助金 国立大学改革強化推進補助金関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2014年度 2015/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 補助金 国立大学改革強化推進補助金関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 補助金 国立大学改革強化推進補助金関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 ＴＡ報告書（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 ＴＡ報告書（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 全国大学コンソーシアム関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2014年度 2015/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 全国大学コンソーシアム関係（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 その他 その他教務 全国大学コンソーシアム関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 その他会議 今後の在り方検討委員会（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 会議 その他会議 会議関係（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 補助金 国立大学改革強化推進補助金　実績報告書（平成２４年度） 学務部教務課長 学務企画課総務担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 補助金 国立大学改革強化推進補助金　実績報告書（平成２５年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 補助金 債務計上票（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 補助金 債務計上票（平成２７年度） 学務部学務企画課長 学務企画課総務担当（連携教育機構） 2015年度 2016/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 財務 補助金 債務計上票（平成２８年度） 学務部教育推進課長 教育推進課全学教育・総合教育担当（連携教育機構） 2016年度 2017/4/1 事業終了後から5年 未定 紙 連携教育機構事務室 学務部教育推進課長 全学教育・総合教育担当（連携教育機構事務室） 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 大学院教育 新渡戸スクール関係（平成２６年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 教育実施 大学院教育 新渡戸スクール設置準備関係① 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 教育実施 大学院教育 新渡戸スクール設置準備関係② 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸スクール運営会議（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 副総括文書管理者が判断
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸スクール運営会議教務専門委員会（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 入校手続き（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 修了手続き（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 行事（平成２６年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 教務関係（学生）（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 教務関係（教員）（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 新渡戸スクール奨学金（平成２８年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 雇用関係（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 広報・募集説明会（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 調査回答（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール プレイスメントテスト（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール スーパーグローバル大学創成支援事業関係（平成２８年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール 異動関係（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 教育実施 新渡戸スクール NPF，HP，HINES関係（平成２７年度～） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 新渡戸スクール 債務計上票（旅費・謝金・会議費）（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 新渡戸スクール 債務計上票（備品・その他）（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課大学院担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｽｸｰﾙｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸カレッジ運営会議（平成２５年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸カレッジ運営会議（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸カレッジ運営会議（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸カレッジ運営会議（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課新渡戸カレッジオフィス 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸カレッジ専門委員会（平成２５年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸カレッジ専門委員会（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸カレッジ専門委員会（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 会議 学内会議 新渡戸カレッジ専門委員会（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課新渡戸カレッジオフィス 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 その他 新渡戸カレッジ生関係（平成２５年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 その他 新渡戸カレッジ生関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 その他 新渡戸カレッジ生関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 学籍等 その他 新渡戸カレッジ生関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課新渡戸カレッジオフィス 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 教育支援プログラム 新渡戸カレッジ関係（平成２５年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 教育支援プログラム 新渡戸カレッジ関係（平成２６年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 教育支援プログラム 新渡戸カレッジ関係（平成２７年度） 学務部教育推進課長 教育推進課渡戸カレッジオフィス 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長 NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部教育推進課 その他 教育支援プログラム 新渡戸カレッジ関係（平成２８年度） 学務部学務企画課長 学務企画課新渡戸カレッジオフィス 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部教育推進課長

NITOBE教育システム推進事務室新渡戸ｶﾚｯｼﾞｵﾌｨｽ担当 廃棄
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成１６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成１７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学）学生相談・広報担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生相談専門委員会関係（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生懲戒諮問委員会（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 高等教育推進機構学務委員会総合教育学生専門委員会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 高等教育推進機構学務委員会総合教育学生専門委員会（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 高等教育推進機構学務委員会総合教育学生専門委員会（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 高等教育推進機構学務委員会総合教育学生専門委員会（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 高等教育推進機構学務委員会総合教育学生専門委員会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 高等教育推進機構学務委員会総合教育学生専門委員会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 高等教育推進機構学務委員会総合教育学生専門委員会（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成１４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成１５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成１６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成１７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成１８年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成１９年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成２０年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
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学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成２１年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成２２年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成２３年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会広報誌「えるむ」編集部会（平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学外会議 北海道地区大学学生指導協議会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 会議 学外会議 北海道地区大学学生指導協議会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 人事 研修 メンタルヘルス講習会(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 人事 研修 メンタルヘルス講習会(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 人事 研修 メンタルヘルス講習会(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生相談係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 プロジェクト 北大元気プロジェクト（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 ホームページ ホームぺージ（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 ホームページ ホームぺージ（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 ホームページ ホームぺージ（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 ホームページ ホームぺージ（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 ホームページ ホームぺージ（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 行事・警備関係 入学式（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 行事・警備関係 入学式（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 行事・警備関係 入学式（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 行事・警備関係 入学式（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 行事・警備関係 入学式（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 行事・警備関係 入学式（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 行事・警備関係 入学式（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 センター試験(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 センター試験(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 センター試験(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 センター試験(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 センター試験(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 第２次入学試験（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 第２次入学試験（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 第２次入学試験（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 第２次入学試験（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 入学試験連絡部会関係 第２次入学試験（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課専門員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大えるむ賞（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生相談係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 北大ペンハロー賞（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 育志賞（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 育志賞（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 育志賞（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 育志賞（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 育志賞（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 育志賞（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 その他 表彰 育志賞（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア(平成２０年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア(平成２１年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア活動相談室（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア活動相談室（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア活動相談室（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア活動相談室（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア活動相談室（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア活動相談室（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア活動相談室（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア活動相談室（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア 学生ボランティア活動相談室（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア ピア・サポート室関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア ピア・サポート室関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア ピア・サポート室関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア ピア・サポート室関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生のボランティア 学生のボランティア ピア・サポート室関係（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（昭和５６年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（昭和５７年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（昭和５８年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（昭和５９年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（昭和６０年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（昭和６１年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（昭和６２年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（昭和６３年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成元年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成３年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成４年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成５年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成６年度） 学生部学生課長 学）厚生補導企画担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成７年度） 学務部学生課長 学）厚生補導企画担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成８年度） 学務部学生課長 学）厚生補導企画担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成９年度） 学務部学生課長 学）厚生補導企画担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１０年度） 学務部学生課長 学）厚生補導企画担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１１年度） 学務部学生課長 学）厚生補導企画担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１２年度） 学務部学生課長 学）厚生補導企画担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１３年度） 学務部学生課長 学）厚生補導企画担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１４年度） 学務部学生課長 学）厚生補導企画担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１５年度） 学務部学生課長 学）厚生補導企画担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生相談係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生相談係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生相談係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の処分（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学籍 調査 捜査関係事項照会（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「えるむ」作業(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「えるむ」作業(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「えるむ」作業(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「えるむ」作業(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「えるむ」作業(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「学生生活の案内」作業(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「学生生活の案内」作業(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「学生生活の案内」作業(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「学生生活の案内」作業(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 「学生生活の案内」作業(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活の案内 学生部学生課長 学）学生相談・広報担当 1952年度 1953/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 広報誌「えるむ」 学生部学生課長 学）学生相談・広報担当 1968年度 1969/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北大フロンティア基金(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北大フロンティア基金(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北大フロンティア基金(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北大フロンティア基金(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
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学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北大フロンティア基金(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 学生相談室関係(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 学生相談室関係(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 学生相談室関係(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 学生相談室関係(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 学生相談室関係(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 障害学生支援関係(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 障害学生支援関係(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 障害学生支援関係(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 障害学生支援関係(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 障害学生支援関係(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 急性ｱﾙｺｰﾙ中毒により本学病院に救急搬送された学生の対応(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 急性ｱﾙｺｰﾙ中毒により本学病院に救急搬送された学生の対応(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 急性ｱﾙｺｰﾙ中毒により本学病院に救急搬送された学生の対応(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 急性ｱﾙｺｰﾙ中毒により本学病院に救急搬送された学生の対応(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 急性ｱﾙｺｰﾙ中毒により本学病院に救急搬送された学生の対応(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 「カルト団体」関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 「カルト団体」関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 「カルト団体」関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 「カルト団体」関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活支援 学生生活支援 「カルト団体」関係（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生生活指導 学生生活指導 学生の声(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生支援企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 情報公開 法人文書開示関係(平成２２年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 その他 情報公開 法人文書開示関係(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課学生生活・相談担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課学生支援企画担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成１９年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成２０年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成２１年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成２２年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成２３年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学研災付帯賠償責任保険加入者名簿(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成１９年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成２０年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成２１年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成２２年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成２３年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成１９年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成２０年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成２１年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成２２年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成２３年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等保険金請求書(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成１９年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成２０年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成２１年度) 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成２２年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成２３年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成２４年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成２５年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生向け保険 学研災 学生教育研究災害傷害保険等大学集計報告書(平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料請求書（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料請求書（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料請求書（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料請求書（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料請求書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料請求書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料請求書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料督促状（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料督促状（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料督促状（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料督促状（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料督促状（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料督促状（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 光熱水料督促状（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2016/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ばい煙濃度測定結果書類（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ばい煙濃度測定結果書類（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ばい煙濃度測定結果書類（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ばい煙濃度測定結果書類（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ばい煙濃度測定結果書類（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮管理業務日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮管理業務日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮管理業務日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮管理業務日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮管理業務日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮管理業務日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮管理業務日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮警備日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮警備日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮警備日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮警備日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮警備日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮警備日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮警備日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮重油ボイラー機械管理日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮重油ボイラー機械管理日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮重油ボイラー機械管理日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮重油ボイラー機械管理日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮重油ボイラー機械管理日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮重油ボイラー機械管理日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮重油ボイラー機械管理日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮清掃日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮清掃日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮清掃日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮清掃日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮清掃日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮清掃日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 恵迪寮清掃日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 自衛消防訓練計画届出書（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 自衛消防訓練計画届出書（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 自衛消防訓練計画届出書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 自衛消防訓練計画届出書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 自衛消防訓練計画届出書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 消防設備点検書類（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 消防設備点検書類（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 消防設備点検書類（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 消防設備点検書類（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 消防設備点検書類（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 貯水槽等清掃関係書類（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 貯水槽等清掃関係書類（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 貯水槽等清掃関係書類（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 貯水槽等清掃関係書類（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 貯水槽等清掃関係書類（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮管理日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮管理日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮管理日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮管理日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮管理日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮管理日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮管理日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮清掃日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮清掃日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮清掃日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮清掃日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮清掃日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮清掃日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
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学務部学生支援課 学生寮 日誌 霜星寮清掃日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 第一種圧力容器性能検査書類（２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 第一種圧力容器性能検査書類（２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 第一種圧力容器性能検査書類（２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 第一種圧力容器性能検査書類（２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮施設関係 第一種圧力容器性能検査書類（２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 在寮期間延長願（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 在寮期間延長願（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 在寮期間延長願（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 在寮期間延長願（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 在寮期間延長願（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 在寮証明書（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 在寮証明書（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 在寮証明書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 在寮証明書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 在寮証明書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮願出関係書類（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮願出関係書類（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮願出関係書類（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮願出関係書類（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮願出関係書類（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮募集関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮募集関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮募集関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮募集関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 入寮募集関係（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 外国人留学生入寮許可書（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 外国人留学生入寮許可書（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 外国人留学生入寮許可書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 外国人留学生入寮許可書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 外国人留学生入寮許可書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 寮生名簿（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 寮生名簿（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 寮生名簿（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 寮生名簿（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 寮生関係 寮生名簿（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 学生寮個人負担経費徴収状況（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 学生寮個人負担経費徴収状況（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 学生寮個人負担経費徴収状況（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 学生寮個人負担経費徴収状況（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 学生寮個人負担経費徴収状況（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 学生寮個人負担経費管理 学生寮個人負担経費徴収状況（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄 28年度以降作成予定なし

学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 学生寮入寮状況（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 学生寮入寮状況（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 学生寮入寮状況（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 学生寮入寮状況（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学生寮 入退寮関係 学生寮入寮状況（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 国民年金 申請書 国民年金保険料学生納付特例（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 国民年金 申請書 国民年金保険料学生納付特例（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 国民年金 申請書 国民年金保険料学生納付特例（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 学割証 学割証 学割証の使用に関する調書等（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学割証 学割証 学割証の使用に関する調書等（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学割証 学割証 学割証の使用に関する調書等（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学割証 学割証 学割証発行台帳（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学割証 学割証 学割証発行台帳（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学割証 学割証 学割証発行台帳（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学割証 学割証 学割証出納簿（平成２６年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学割証 学割証 学割証出納簿（平成２７年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 学割証 学割証 学割証出納簿（平成２8年度) 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎業務日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 環境配慮促進課機械保全担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎業務日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 環境配慮促進課機械保全担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎業務日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎業務日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 環境配慮促進課機械保全担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎清掃日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎清掃日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎清掃日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎清掃日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎清掃日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設関係 日誌 遠友学舎清掃日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 遠友学舎使用許可申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 遠友学舎使用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 遠友学舎使用許可申請書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 大滝セミナーハウス利用許可申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 大滝セミナーハウス利用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 大滝セミナーハウス利用許可申請書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生徒生活実態調査報告（昭和１０年） 北海道帝國大學學生課 北海道帝国大学学生課 1935年度 1936/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生徒生活実態調査報告（１９４９年） 学生部厚生課長 厚生課学生掛 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活調査（１９５１年） 学生部学生課長 学生課学生掛 1951年度 1952/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活調査（１９５４年） 学生部学生課長 学生課学生掛 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活調査（昭和３４年度） 学生部学生課長 学生課学生掛 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生の経済生活実態調査報告書（昭和４３年版） 学生部長 厚生課厚生掛 1968年度 1969/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活実態調査報告書（昭和５６年度） 学生部長 厚生課奨学掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活実態調査報告書（平成３年版） 学生部長 厚生課専門職員 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活実態調査報告書（１９９４年版） 学生部長 厚生課専門員 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活実態調査報告書（１９９６年版） 学務部厚生課長 厚生課専門員 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活実態調査報告書（１９９８年版） 学務部厚生課長 厚生課専門員 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活実態調査報告書（２００２年版） 学務部厚生課長 厚生課厚生企画掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活実態調査報告書（２００６年版） 学務部学生支援課長 学生支援課厚生係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活実態調査報告書（２０１０年版） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 学生生活実態調査報告書（２０１４年版） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 とっても北大生 学務部厚生課長 厚生課専門員 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 とっても北大生（’９６） 学務部厚生課長 厚生課専門員 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 とっても北大生（１９９８－１９９９） 学務部厚生課長 厚生課専門員 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 とっても北大生（２００３） 学務部厚生課長 厚生課厚生企画掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 とっても北大生（２００６） 学務部学生支援課長 学生支援課厚生係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 とっても北大生（２０１０） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 資料 本学の資料 とっても北大生（２０１４） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 施設関係 施設関係 大滝セミナーハウス関係 学生部学生課長 学）学生相談・広報担当 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 調査 調査 学生生活実態調査（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 調査 調査 日本学生支援機構学生生活調査（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 調査 調査 日本学生支援機構学生生活調査（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 行事 パイプオルガン演奏会関係（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 行事 パイプオルガン演奏会関係（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利厚生担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 行事 パイプオルガン演奏会関係（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 行事 パイプオルガン演奏会関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 施設関係 消防設備点検書類（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 施設関係 消防設備点検書類（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 施設関係 消防設備点検書類（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 施設関係 消防設備点検書類（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 施設関係 消防設備点検書類（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 施設関係 消防設備関係 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2009年度 2010/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　簡易専用水道設置届　水質検査成績書（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　簡易専用水道設置届　水質検査成績書（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　簡易専用水道設置届　水質検査成績書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　簡易専用水道設置届　水質検査成績書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　簡易専用水道設置届　水質検査成績書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　揚水施設設置届　地下水採取量報告書（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　揚水施設設置届　地下水採取量報告書（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　揚水施設設置届　地下水採取量報告書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　揚水施設設置届　地下水採取量報告書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 クラーク会館　揚水施設設置届　地下水採取量報告書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館その他管理日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館その他管理日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館その他管理日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館その他管理日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館その他管理日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館その他管理日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館その他管理日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課福利・厚生担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館清掃作業日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館清掃作業日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館清掃作業日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館清掃作業日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館清掃作業日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館清掃作業日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 クラーク会館清掃作業日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 中央食堂清掃作業日誌（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
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学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 中央食堂清掃作業日誌（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 中央食堂清掃作業日誌（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 中央食堂清掃作業日誌（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 中央食堂清掃作業日誌（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 中央食堂清掃作業日誌（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 日誌 中央食堂清掃作業日誌（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 特定建築物維持管理報告書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 特定建築物維持管理報告書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 報告書類 特定建築物維持管理報告書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 予定表等 クラーク会館鍵使用簿（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 予定表等 クラーク会館鍵使用簿（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 予定表等 クラーク会館鍵使用簿（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 申請書 クラーク会館使用許可申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 申請書 クラーク会館使用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 申請書 クラーク会館使用許可申請書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 申請書 食堂使用許可申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 申請書 食堂使用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 福利厚生施設 申請書 食堂使用許可申請書（平成２8年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 遠友学舎使用許可申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 遠友学舎使用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 遠友学舎使用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 大滝セミナーハウス利用許可申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 大滝セミナーハウス利用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 大滝セミナーハウス利用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 体育施設使用許可申請（山小屋）（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 体育施設使用許可申請（山小屋）（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 施設使用 申請書 体育施設使用許可申請（山小屋）（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 学内会議 学生委員会課外活動専門委員会（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 学内会議 学生委員会課外活動専門委員会（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 学内会議 学生委員会課外活動専門委員会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 学内会議 学生委員会課外活動専門委員会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 学内会議 学生委員会課外活動専門委員会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 ホームページ 学生イベント情報（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 ホームページ 学生イベント情報（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 ホームページ 学生イベント情報（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 学生活動助成金関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 学生活動助成金関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 学生活動助成金関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 学生活動助成金関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 学生活動助成金関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 体育施設一般開放関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 体育施設一般開放関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 体育施設一般開放関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 公認学生団体役員等変更届 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 物品借用願 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 サークル会館使用時間延長許可申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 サークル会館使用時間延長許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 サークル会館使用時間延長許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 サークル会館短期・長期使用許可申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 サークル会館短期・長期使用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 サークル会館短期・長期使用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 リーダーズ・アッセンブリー関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 リーダーズ・アッセンブリー関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 リーダーズ・アッセンブリー関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 リーダーズ・アッセンブリー関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 リーダーズ・アッセンブリー関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 遠征・合宿届（平成27年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動における事故関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動における事故関係（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動における事故関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動における事故関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動における事故関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動における事故関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動における事故関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動関係雑件（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動関係雑件（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 課外活動関係雑件（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 学生団体公認申請書類（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 国立七大学総合体育大会関係（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 国立七大学総合体育大会関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 国立七大学総合体育大会関係（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
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学務部学生支援課 課外活動 課外活動 国立七大学総合体育大会関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 国立七大学総合体育大会関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 国立七大学総合体育大会関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 国立七大学総合体育大会関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 国立七大学総合体育大会関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 事故防止講習会関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 事故防止講習会関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 事故防止講習会関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 事故防止講習会関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 事故防止講習会関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 体育施設使用許可申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 体育施設使用許可申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 大学祭関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 大学祭関係（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 大学祭関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 大学祭関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 大学祭関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 大学祭関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 冬山登山講習会（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 冬山登山講習会（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 冬山登山講習会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 冬山登山講習会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 課外活動 課外活動 冬山登山講習会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課課外活動支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課課外活動支援担当 廃棄
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 会議 学内会議 学生委員会学生生活専門委員会（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨学金 地方公共団体 地方公共団体推薦採用（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 地方公共団体 地方公共団体推薦採用（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 地方公共団体 地方公共団体推薦採用（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 地方公共団体 地方公共団体推薦採用（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 地方公共団体 地方公共団体推薦採用（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構学部推薦採用（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構学部推薦採用（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構学部推薦採用（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構学部推薦採用（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構学部推薦採用（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構大学院推薦採用（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構大学院推薦採用（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構大学院推薦採用（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構大学院推薦採用（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構大学院推薦採用（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 民間財団 民間財団奨学金推薦採用（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 民間財団 民間財団奨学金推薦採用（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 民間財団 民間財団奨学金推薦採用（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 民間財団 民間財団奨学金推薦採用（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 奨学金 民間財団 民間財団奨学金推薦採用（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施可能額（平成２４年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施可能額（平成２5年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施可能額（平成２６年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施可能額（平成２７年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施可能額（平成２８年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施額（平成２４年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施額（平成２5年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施額（平成２６年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施額（平成２７年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除実施額（平成２８年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者一覧表（平成２４年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者一覧表（平成２5年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者一覧表（平成２６年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者一覧表（平成２７年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者一覧表（平成２８年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者数一覧（平成２４年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者数一覧（平成２5年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者数一覧（平成２６年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者数一覧（平成２７年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除者数一覧（平成２８年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請（平成２４年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請（平成２5年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請（平成２６年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請（平成２７年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請（平成２８年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者数（平成２４年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者数（平成２5年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者数（平成２６年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者数（平成２７年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者数（平成２８年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者名簿（平成２４年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者名簿（平成２5年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者名簿（平成２６年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者名簿（平成２７年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請者名簿（平成２８年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請書（平成２４年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請書（平成２5年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請書（平成２６年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請書（平成２７年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請書（平成２８年度　前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考基準等（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考基準等（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考基準等（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考基準等（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考基準等（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考者一覧表（平成２４年度  前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考者一覧表（平成２5年度  前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考者一覧表（平成２６年度  前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考者一覧表（平成２７年度  前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除選考者一覧表（平成２８年度  前・後） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施可能額（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施可能額（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施可能額（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施可能額（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施可能額（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施額（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施額（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施額（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施額（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施額（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除実施額（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者一覧表（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者一覧表（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者一覧表（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者一覧表（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者一覧表（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者数一覧（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者数一覧（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者数一覧（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者数一覧（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除者数一覧（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者数（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者数（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者数（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者数（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者数（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者名簿（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
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学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者名簿（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者名簿（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者名簿（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請者名簿（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請書（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請書（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請書（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考基準等（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考基準等（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考基準等（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考基準等（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考基準等（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考者一覧表（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考者一覧表（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考者一覧表（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考者一覧表（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考者一覧表（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除選考者一覧表（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 廃棄
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成１１年度） 学務部厚生課長 厚生課奨学担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成１２年度） 学務部厚生課長 厚生課奨学担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成１３年度） 学務部厚生課長 厚生課奨学担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成１４年度） 学務部厚生課長 厚生課奨学担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成１５年度） 学務部厚生課長 厚生課奨学担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成１６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成１７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 レーン記念賞 レーン記念賞（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 大塚賞 大塚賞（平成１７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 大塚賞 大塚賞（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 大塚賞 大塚賞（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 大塚賞 大塚賞（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 大塚賞 大塚賞（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 大塚賞 大塚賞（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 大塚賞 大塚賞（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 大塚賞 大塚賞（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 大塚賞 大塚賞（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 大塚賞 大塚賞（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 大塚賞 大塚賞（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 大塚賞 大塚賞（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 新渡戸賞 新渡戸賞（平成１７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 新渡戸賞 新渡戸賞（平成１８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 新渡戸賞 新渡戸賞（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 新渡戸賞 新渡戸賞（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 新渡戸賞 新渡戸賞（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 新渡戸賞 新渡戸賞（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学・免除担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 新渡戸賞 新渡戸賞（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 新渡戸賞 新渡戸賞（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 新渡戸賞 新渡戸賞（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 新渡戸賞 新渡戸賞（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 新渡戸賞 新渡戸賞（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 新渡戸賞 新渡戸賞（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 鈴木章科学奨励賞 鈴木章科学奨励賞（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 鈴木章科学奨励賞 鈴木章科学奨励賞（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 奨励金 鈴木章科学奨励賞 鈴木章科学奨励賞（平成２5年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 鈴木章科学奨励賞 鈴木章科学奨励賞（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 鈴木章科学奨励賞 鈴木章科学奨励賞（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 鈴木章科学奨励賞 鈴木章科学奨励賞（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 宮澤記念賞 宮澤記念賞（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 宮澤記念賞 宮澤記念賞（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部学生支援課 表彰 宮澤記念賞 宮澤記念賞（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課奨学支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課奨学支援担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
保健センター事務 会議 学内会議 保健委員会議事要旨（平成２年度） 庶務部保健課長 保健課管理掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健委員会議事要旨（平成３年度） 庶務部保健課長 保健課管理掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健委員会議事要旨（平成４年度） 庶務部保健課長 保健課管理掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成５年度） 庶務部保健課長 保健課管理掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成６年度） 庶務部保健課長 保健課管理掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成７年度） 学務部厚生課長 厚生課保健管理掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成８年度） 学務部厚生課長 専門職員（環境衛生担当） 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成９年度） 学務部厚生課長 専門職員（環境衛生担当） 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１０年度） 学務部厚生課長 専門職員（環境衛生担当） 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１１年度） 学務部厚生課長 専門職員（環境衛生担当） 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１２年度） 学務部厚生課長 専門職員（環境衛生担当） 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１３年度） 学務部厚生課長 専門職員（保健管理担当） 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１４年度） 学務部厚生課長 専門職員（保健管理担当） 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１５年度） 学務部厚生課長 専門職員（保健管理担当） 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１６年度） 学務部学生支援課長 専門職員（保健管理担当） 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１７年度） 学務部学生支援課長 保健係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１８年度） 学務部学生支援課長 保健係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 点検評価委員会 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会議 学内会議 所内会議（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 所内会議（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 所内会議（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 所内会議（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 所内会議（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 所内会議（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 所内会議（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 会議 学内会議 所内会議（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 保健管理センター 診療所開設 保健管理センターを医療法上の「診療所」として開設した関係書類（昭和５０年度～平成１２年度） 学務部厚生課長 保健課管理掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 保健管理センター 診療所開設 保健管理センターを医療法上の「診療所」として開設した関係書類（平成１３年度） 学務部厚生課長 専門職員（保健管理担当） 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 管理運営 文書収受 文書収受発送簿（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 管理運営 文書収受 文書収受発送簿（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 管理運営 法人文書 法人文書ファイル管理簿等の作成に関する資料（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 管理運営 法人文書 法人文書ファイル管理簿等の作成に関する資料（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 管理運営 情報公開 情報開示関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 管理運営 情報公開 情報開示関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 管理運営 個人情報 個人情報保護関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 管理運営 個人情報 個人情報保護関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施 一般定期健康診断（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施 一般定期健康診断（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施 一般定期健康診断（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施 一般定期健康診断（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施 一般定期健康診断（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施 １０月入学者健康診断（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施 １０月入学者健康診断（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 問診状況 健康診断受診票（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 問診状況 健康診断受診票（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 問診状況 健康診断受診票（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 問診状況 健康診断受診票（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 問診状況 健康診断受診票（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 結果・通知 一般定期健康診断・再検査（尿・血圧）（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 結果・通知 一般定期健康診断・再検査（尿・血圧）（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 実施・結果 一般定期健康診断・再検査（胸部Ｘ線）（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 実施・結果 一般定期健康診断・再検査（胸部Ｘ線）（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 結果・通知 一般定期健康診断・再検査（胸部Ｘ線・尿・血圧・内科）（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施・結果 学生一般定期健康診断・再検査（胸部Ｘ線・尿・血圧・内科）（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施・結果 学生一般定期健康診断・再検査（胸部Ｘ線・尿・血圧・内科）（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施・結果 結核定期健康診断実施報告書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施・結果 結核定期健康診断実施報告書（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者皮膚の検査・眼の検査（平成８年度） 学務部厚生課長 専門職員（健康管理担当） 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者皮膚の検査・眼の検査（平成９年度） 学務部厚生課長 専門職員（健康管理担当） 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者皮膚の検査・眼の検査（平成１０年度） 学務部厚生課長 専門職員（健康管理担当） 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者皮膚の検査・眼の検査（平成１１年度） 学務部厚生課長 専門職員（健康管理担当） 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
保健センター事務 健康管理 実施・結果・証明書 放射性同位元素等取扱者皮膚の検査・眼の検査（平成１２年度） 学務部厚生課長 専門職員（健康管理担当） 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果・証明書 放射性同位元素等取扱者皮膚の検査・眼の検査（平成１３年度） 学務部厚生課長 専門職員（健康管理担当） 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果・証明書 放射性同位元素等取扱者皮膚の検査・眼の検査（平成１４年度） 学務部厚生課長 専門職員（健康管理担当） 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 証明書 放射性同位元素等取扱者皮膚の検査・眼の検査（平成１５年度） 学務部厚生課長 専門職員（健康管理担当） 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 証明書 放射性同位元素等取扱者皮膚の検査・眼の検査（平成１６年度） 学務部学生支援課長 専門職員（健康管理担当） 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 証明書 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成１７年度） 学務部学生支援課長 保健係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成１８年度） 学務部学生支援課長 保健係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成２２年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成２３年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康診断 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断・他医療機関の健康診断書（平成１７年度） 学務部学生支援課長 保健係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康診断 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断・他医療機関の健康診断書（平成１８年度） 学務部学生支援課長 保健係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康診断 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断・他医療機関の健康診断書（平成１９年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康診断 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断・他医療機関の健康診断書（平成２０年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康診断 実施・結果 放射性同位元素等取扱者の健康診断・他医療機関の健康診断書（平成２１年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 健康管理 放射性同位元素等取扱者健康診断記録 庶務部保健課長 専門職員（健康管理担当） 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康管理 実施・結果 放射性同位元素等取扱者報告等 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 健康診断 実施・結果 学生特殊健康診断（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施・結果 学生特殊健康診断（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施・結果 学生特殊健康診断（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施・結果 学生特殊健康診断（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康診断 実施・結果 学生特殊健康診断（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 健康診断・体育系学生の部活（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 健康診断・体育系学生の部活（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 健康診断・体育系学生の部活（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 健康診断・体育系学生の部活（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 健康診断・体育系学生の部活（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生健康診断書・証明書交付願（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生健康診断書・証明書交付願（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生健康診断書・証明書交付願（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生健康診断書・証明書交付願（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生健康診断書・証明書交付願（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生診察申込書（診療券）（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生診察申込書（診療券）（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生診察申込書（診療券）（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生診察申込書（診療券）（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生診察申込書（診療券）（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生異動状況報告関係（平成2６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生異動状況報告関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生異動状況報告関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 小児感染症とアレルギー関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 小児感染症とアレルギー関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 実施・結果 麻疹抗体検査関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 実施・結果 麻疹抗体検査関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 実施・結果 麻疹抗体検査関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 実施・結果 麻疹抗体検査関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 実施・結果 麻疹抗体検査関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 学生健康診断票（個人分） 学務部厚生課長 専門職員（健康診断担当） 1995年度 1996/4/1 卒業後5年 未定 電子（MO） 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 健康管理 健康管理 職員健康診断票（個人分） 庶務部保健課長 専門職員（健康診断担当） 1980年度 1981/4/1 退職後5年 未定 電子（MO） 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２４年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２５年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２６年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２７年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２８年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２４年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２５年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２６年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２７年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２８年） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告・時間外労働命令簿（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告・時間外労働命令簿（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 出張・研修関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 出張・研修関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 出張・研修関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 出張・研修関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 出張・研修関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 兼業許可申請関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 兼業許可申請関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 兼業許可申請関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 兼業許可申請関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 兼業許可申請関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 人事・任免 人事・任免 人事（採用）関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 総務関係 総務関係 入試関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 総務関係 総務関係 入試関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 総務関係 総務関係 入試関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 予算関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 予算関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 予算関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 予算関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 予算関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 物品購入依頼書（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 物品購入依頼書（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 物品購入依頼書（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 物品購入依頼書（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 会計関係 物品購入依頼書（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 寄附金 寄附金（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 寄附金 寄附金（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 研究助成 科学研究費補助金等（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 研究助成 科学研究費補助金等（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 会計関係 研究助成 科学研究費補助金等（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 研究助成関係 研究助成 科学研究費補助金等（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 研究助成関係 研究助成 科学研究費補助金等（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 研究助成関係 研究助成 科学研究費補助金等（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 副総括文書管理者が判断
保健センター事務 その他 その他総務 研究協力関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 研究協力関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他保健 各種調査・照会（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他保健 各種調査・照会（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他保健 各種調査・照会（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 庶務関係通知（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 人事関係通知（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 会計関係通知（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 庶務関係調査・回答（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 庶務関係調査・回答（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 庶務関係調査・回答（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 庶務関係調査・回答（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 人事関係調査・回答（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 人事関係調査・回答（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 人事関係調査・回答（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 会計関係調査・回答（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 会計関係調査・回答（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 会計関係調査・回答（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 その他総務 会計関係調査・回答（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 資料 全国大学保健管理協会北海道地方部会関係（平成２４年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 資料 全国大学保健管理協会北海道地方部会関係（平成２５年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 資料 全国大学保健管理協会北海道地方部会関係（平成２６年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 資料 全国大学保健管理協会北海道地方部会関係（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 資料 全国大学保健管理協会北海道地方部会関係（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 諸行事 保健センター体験見学会等（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 諸行事 保健センター体験見学会等（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 諸行事 保健センター緊急対応研修（平成２７年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
保健センター事務 その他 諸行事 保健センター緊急対応研修（平成２８年度） 学務部学生支援課長 学生支援課保健担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部学生支援課長 学務部学生支援課保健担当 廃棄
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１０年度） 学務部入試課長 第一入試掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１１年度） 学務部入試課長 第一入試掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１２年度） 学務部入試課長 第一入試掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１３年度） 学務部入試課長 第一入試掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成１３年度） 学務部入試課長 第一入試掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１４年度） 学務部入試課長 第一入試掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成１４年度） 学務部入試課長 第一入試掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１５年度） 学務部入試課長 第一入試掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成１５年度） 学務部入試課長 第一入試掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１６年度） 学務部入試課長 入試第一係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成１６年度） 学務部入試課長 入試第一係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１７年度） 学務部入試課長 入試第一係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成１７年度） 学務部入試課長 入試第一係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１８年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部入試課 会議 学内会議（入試） ＡＯ入試委員会（平成１８年度） 学務部入試課長 入試第三係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会（平成１８年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会帰国子女入学試験実施部会(平成１８年度) 学務部入試課長 入試第二係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会試験場部会（平成１８年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会総務部会（平成１８年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会出題部会・採点部会（平成１８年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会出題・採点委員会（平成１８年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会出題・採点委員会（平成１９年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成１８年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター運営会議(平成１８年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画部門会議(平成１８年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター調査・分析部門会議(平成１８年度） 学務部入試課長 入試第二係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門会議(平成１８年度） 学務部入試課長 入試第三係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 ＡＯ入試学生募集要項（平成１９年度） 学務部入試課長 入試第三係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般選抜）（平成１９年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女）（平成１９年度） 学務部入試課長 入試第二係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成１９年度） 学務部入試課長 入試第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成１９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） ＡＯ入試委員会（平成１９年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会（平成１９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会帰国子女入学試験実施部会(平成１９年度) 学務部入試課長 入試第二係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会試験場部会（平成１９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会総務部会（平成１９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会総務委員会出題部会・採点部会（平成１９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成１９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター運営会議（平成１９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画部門会議（平成１９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター調査・分析部門会議(平成１９年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門会議(平成１９年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 ＡＯ入試学生募集要項（平成２０年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般選抜）（平成２０年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女）（平成２０年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２０年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成２０年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成２０年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画運営会議(平成２０年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門(平成２０年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター出題・採点部門(平成２０年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門(平成２０年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 ＡＯ入試学生募集要項（平成２１年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般選抜）（平成２１年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女）（平成２１年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（私費外国人留学生）（平成２１年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２１年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成２１年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成２１年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画運営会議(平成２１年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門(平成２１年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター出題・採点部門(平成２１年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門(平成２１年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 ＡＯ入試学生募集要項（平成２２年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般入試）（平成２２年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女）（平成２２年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（私費外国人留学生）（平成２２年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２２年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成２２年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門(平成２２年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成２２年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画運営会議(平成２２年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門(平成２２年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 ＡＯ入試学生募集要項（平成２３年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般入試）（平成２３年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女）（平成２３年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（私費外国人留学生）（平成２３年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２３年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成２３年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門(平成２３年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成２３年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画運営会議(平成２３年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門(平成２３年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（ＡＯ入試）（平成２４年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般入試）（平成２４年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女入試）（平成２４年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（私費外国人留学生入試）（平成２４年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２４年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 その他 庶務等 超過勤務命令簿（平成２４年） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 その他 庶務等 国大協関係（平成２４年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会（平成２４年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会（北海道・東北地区）（平成２４年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験説明協議会（平成２４年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会（平成２４年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験試験場設定大学連絡協議会（平成２４年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 北海道地区大学入試センター試験連絡協議会実務担当者会議（平成２４年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 アドミッションセンター連絡会議（平成２４年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 入試手当（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 大学案内 大学案内（平成２５年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 ＡＯ入試（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 帰国子女入試（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 私費外国人留学生入試（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 合格者名簿（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 実施関係（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 入学試験問題モニター評（平成２４年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成２４年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門(平成２４年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成２４年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画運営会議(平成２４年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門(平成２４年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（ＡＯ入試）（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般入試）（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女入試）（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（私費外国人留学生入試）（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 その他 庶務等 超過勤務命令簿（平成２５年） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 その他 庶務等 国大協関係（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会（北海道・東北地区）（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験説明協議会（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験試験場設定大学連絡協議会（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 北海道地区大学入試センター試験連絡協議会実務担当者会議（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 アドミッションセンター連絡会議（平成２５年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 入試手当（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 大学案内 大学案内（平成２６年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 ＡＯ入試（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 帰国子女入試（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 私費外国人留学生入試（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 合格者名簿（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 実施関係（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 入学試験問題モニター評（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門(平成２５年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画運営会議(平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門(平成２５年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（ＡＯ入試）（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般入試）（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女入試）（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（私費外国人留学生入試）（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 その他 庶務等 入試人事（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 オープンキャンパス（平成２６年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 進学相談会（平成２６年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 大学入試説明会（平成２６年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 その他 庶務等 国大協関係（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会（北海道・東北地区）（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験説明協議会（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験試験場設定大学連絡協議会（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 北海道地区大学入試センター試験連絡協議会実務担当者会議（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部入試課 会議 学外会議 アドミッションセンター連絡会議（平成２６年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 入試手当（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 大学案内 大学案内（平成２７年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 ＡＯ入試（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 帰国子女入試（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 私費外国人留学生入試（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 合格者名簿（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 実施関係（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 入学試験問題モニター評（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門(平成２６年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画運営会議(平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門(平成２６年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（ＡＯ入試）（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般入試）（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女入試）（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（私費外国人留学生入試）（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 その他 庶務等 入試人事（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 オープンキャンパス（平成２７年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 進学相談会（平成２７年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 大学入試説明会（平成２７年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 その他 庶務等 国大協関係（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会（北海道・東北地区）（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験説明協議会（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験試験場設定大学連絡協議会（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 北海道地区大学入試センター試験連絡協議会実務担当者会議（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 アドミッションセンター連絡会議（平成２７年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 入試手当（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 大学案内 大学案内（平成２８年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 ＡＯ入試（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 帰国子女入試（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 私費外国人留学生入試（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 合格者名簿（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 実施関係（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 入学試験問題モニター評（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門(平成２７年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画運営会議(平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門(平成２７年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（ＡＯ入試）（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般入試）（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女入試）（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（私費外国人留学生入試）（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 その他 庶務等 庶務関係（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 その他 庶務等 照会・回答（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 その他 庶務等 インターネット出願関係（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 その他 庶務等 大学院入試情報等に関する調査関係（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 その他 委託事業 文部科学省委託事業（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 タクシーチケット使用簿（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 その他 庶務等 入試人事（平成２９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 オープンキャンパス（平成２８年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 進学相談会（平成２８年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 大学入試説明会（平成２８年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄
学務部入試課 その他 庶務等 国大協関係（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 全国大学入学者選抜研究連絡協議会（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会（北海道・東北地区）（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験説明協議会（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験入試担当者連絡協議会（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 大学入学者選抜大学入試センター試験試験場設定大学連絡協議会（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 北海道地区大学入試センター試験連絡協議会実務担当者会議（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 会議 学外会議 アドミッションセンター連絡会議（平成２８年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 その他 入試手当（平成２９年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 大学案内 大学案内（平成２９年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部入試課 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験（平成２９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 ＡＯ入試（平成２９年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 帰国子女入試（平成２９年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 私費外国人留学生入試（平成２９年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 合格者名簿（平成２９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 実施関係（平成２９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 試験成績開示関係（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 入学試験問題モニター評（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 入学試験 個別学力検査等 東日本大震災等受験支援金（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大学）（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 廃棄
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター広報・相談部門(平成２８年度） 学務部入試課長 入試広報担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課入試広報担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） 入学者選抜委員会議事録（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター企画運営会議(平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門(平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 会議 学内会議（入試） アドミッションセンター総務部門（国際総合入試関係）（平成２８年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（ＡＯ入試）（平成２９年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（一般入試）（平成２９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（帰国子女入試）（平成２９年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 学生募集要項（私費外国人留学生入試）（平成２９年度） 学務部入試課長 特別選抜担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課特別選抜担当 副総括文書管理者が判断
学務部入試課 入学試験 大学案内 入学者選抜要項（平成２９年度） 学務部入試課長 試験実施担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 学務部入試課長 学務部入試課試験実施担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 会議 学内会議 キャリア支援・教育連絡会議（平成２４年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 学内会議 キャリア支援・教育連絡会議（平成２５年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 学内会議 キャリア支援・教育連絡会議（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 学内会議 キャリア支援・教育連絡会議（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 学内会議 キャリア支援・教育連絡会議（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 学内・学外会議 会議（委員会）（平成２４年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 学内・学外会議 会議（委員会）（平成２５年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 学内・学外会議 会議（委員会）（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 学内・学外会議 会議（委員会）（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 学内・学外会議 会議（委員会）（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 会議 キャリアセンター会議 キャリアセンター全体会議 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ インターンシップ全般（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ インターンシップ全般（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ インターンシップ全般（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ 全学インターンシップ（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ 全学インターンシップ（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ 全学インターンシップ（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ 公募型インターンシップ（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ 公募型インターンシップ（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ 公募型インターンシップ（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ インターンシップ連絡調整（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ インターンシップ連絡調整（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ インターンシップ連絡調整（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ インターンシップ調査（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ インターンシップ調査（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ インターンシップ調査（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ 全学インターンシップ学生情報（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（全学インターンシップシステム） 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ 全学インターンシップ学生情報（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（全学インターンシップシステム） 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 インターンシップ 全学インターンシップ学生情報（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（全学インターンシップシステム） キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 就職情報 就職支援システム（在学生） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（就職支援システム） 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断 随時更新
学務部キャリア支援課 就職 就職情報 就職支援システム（卒業・修了生） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（就職支援システム） 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断 随時更新
学務部キャリア支援課 就職 就職情報 ＯＢ・ＯＧ名簿 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断 随時更新
学務部キャリア支援課 就職 就職情報 就職サポーター名簿 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断 随時更新
学務部キャリア支援課 就職 就職情報 就職サポーター名簿 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2006年度 2007/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断 随時更新
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成１０年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成１１年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成１２年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成１３年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成１６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成１７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成１８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成１９年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成２０年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成２１年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成２２年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成２３年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成２４年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成２５年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職等状況調査（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１２年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１３年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１４年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１５年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１９年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２０年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２１年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２２年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２３年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２４年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２５年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2006年度 2007/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成１９年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2007年度 2008/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２０年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2008年度 2009/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２１年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２２年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２３年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２４年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２５年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 卒業・修了者の就職先一覧（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職アンケート＆原稿作成（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職アンケート＆原稿作成（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 調査 就職アンケート＆原稿作成（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー 北海道大学企業研究セミナー（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー 北海道大学企業研究セミナー（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー 北海道大学企業研究セミナー（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー 就職ガイダンス・セミナー（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー 就職ガイダンス・セミナー（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー 就職ガイダンス・セミナー（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー 教員志望者ガイダンス・セミナー（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー 教員志望者ガイダンス・セミナー（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー 教員志望者ガイダンス・セミナー（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー ミニ講座報告書・アンケート（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー ミニ講座報告書・アンケート（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 ガイダンス・セミナー ミニ講座報告書・アンケート（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 公務員 公務員（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 公務員 公務員（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 公務員 公務員（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 外国人留学生 留学生（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 外国人留学生 留学生（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 外国人留学生 留学生（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 相談員 相談担当者会議 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 相談員 相談管理業務（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 相談員 相談管理業務（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 相談員 相談管理業務（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 就職一般 就職一般（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 就職一般 就職一般（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 就職一般 就職一般（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 就職一般 就職関係統計資料（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 就職 その他 無料職業紹介事業届出 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 就職 その他 雑件（就職関係）（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 広報 キャリア通信発行（平成２４年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 広報 キャリア通信発行（平成２５年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 広報 キャリア通信発行（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 広報 キャリア通信発行（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 広報 キャリア通信発行（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 広報 キャリア通信 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 総務・庶務（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 総務・庶務（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 総務・庶務（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 郵便物発送票（平成２４年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 郵便物発送票（平成２５年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 郵便物発送票（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 郵便物発送票（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 郵便物発送票（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 後納郵便物差出票（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 後納郵便物差出票（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 庶務一般 後納郵便物差出票（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 人事・会計 人事（共済），研修，会計（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 人事・会計 人事（共済），研修，会計（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 人事・会計 人事（共済），研修，会計（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 人事 振替・代休通知簿（平成２４年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 人事 振替・代休通知簿（平成２５年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 人事 振替・代休通知簿（平成２６年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 人事 振替・代休通知簿（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 人事 振替・代休通知簿（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 会計 購入依頼書（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画・実行計画（第１期：平成１６～２１年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 庶務 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画・実行計画（第２期：平成２２～２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 庶務 認証評価 大学機関別認証評価（平成２１年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 キャリアセンター会議室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 庶務 認証評価 大学機関別認証評価（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 副総括文書管理者が判断
学務部キャリア支援課 庶務 情報システム 情報セキュリティ（平成２７年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 情報システム 情報セキュリティ（平成２８年度） 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
学務部キャリア支援課 庶務 東日本大震災 東日本大震災対応 学務部キャリアセンター課長 キャリアセンター 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 キャリア支援課事務室 学務部キャリア支援課長 キャリア支援担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 役員会（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 役員会（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 役員会（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 役員会（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 役員会（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 経営協議会（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 経営協議会（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 経営協議会（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 経営協議会（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 経営協議会（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 教育研究評議会（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 教育研究評議会（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 教育研究評議会（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 教育研究評議会（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 教育研究評議会（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 部局長等連絡会議（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 部局長等連絡会議（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 部局長等連絡会議（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 部局長等連絡会議（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等の記録に関するもの 部局長等連絡会議（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 事務連絡会議（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 事務連絡会議（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 事務連絡会議（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 事務連絡会議（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 事務連絡会議（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会等の議題の登録に関するもの 会議関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会等の議題の登録に関するもの 会議関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会等の議題の登録に関するもの 会議関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会等の議題の登録に関するもの 会議関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 役員会、経営協議会、教育研究評議会等の議題の登録に関するもの 会議関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成１５年度） 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成１６年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人等研究協力部課長会議（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成１３年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成１４年度） 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成１５年度） 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成１６年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 国立大学法人七大学研究協力担当課長会議（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 研究担当理事・副学長協議会（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 研究担当理事・副学長協議会（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 研究担当理事・副学長協議会（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 研究担当理事・副学長協議会（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 研究担当理事・副学長協議会（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 研究担当理事・副学長協議会（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 研究担当理事・副学長協議会（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 学術研究懇談会（研究担当理事・副学長懇談会、学長懇談会）（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 学術研究懇談会（研究担当理事・副学長懇談会、学長懇談会）（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 学術研究懇談会（研究担当理事・副学長懇談会、学長懇談会）（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 学術研究懇談会（研究担当理事・副学長懇談会、学長懇談会）（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 学術研究懇談会（研究担当理事・副学長懇談会、学長懇談会）（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 学術研究懇談会（研究担当理事・副学長懇談会、学長懇談会）（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 産学協働人財育成円卓会議（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学長会議、各部局長会議等の学外会議に関するもの 産学協働人財育成円卓会議（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成１６年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 研究戦略室（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 研究推進戦略室会議（平成１４年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 研究推進委員会（平成１０年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 研究推進委員会（平成１１年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 研究推進委員会（平成１２年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 研究推進委員会（平成１３年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 研究推進委員会（平成１４年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成元年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成２年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成３年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成４年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成５年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成６年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成７年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成８年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成９年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成１０年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成１１年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成１２年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成１３年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成１４年度） 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 学術情報委員会（平成１５年度） 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 研究者の教育・研究活動に関するもの 研究者総覧 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 日本学術会議の記録に関するもの 日本学術会議（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 日本学術会議の記録に関するもの 日本学術会議（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 日本学術会議の記録に関するもの 日本学術会議（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 日本学術会議の記録に関するもの 日本学術会議（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 日本学術会議の記録に関するもの 日本学術会議（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 東日本大震災に関するもの 東日本大震災関連 学術部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標期間評価（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標期間評価（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標期間評価（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標期間評価（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標期間評価（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標期間評価（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標期間評価（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標期間評価（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 実績報告（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 タクシーチケットに関するもの タクシーチケット使用簿（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総長室事業推進経費（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総長室事業推進経費（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総長室事業推進経費（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総長室事業推進経費（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総長室事業推進経費（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 予算関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 予算関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 予算関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 予算関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 予算関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 北大フロンティアセミナー（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 北大フロンティアセミナー（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 北大フロンティアセミナー（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 北大フロンティアセミナー（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 北大フロンティアセミナー（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 北大フロンティアセミナー（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 北大フロンティアセミナー（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 北大フロンティアセミナー（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 北大フロンティアセミナー（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 課長補佐 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの 九大との合同活動報告会（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 文部科学省学術調査官に関するもの 学術調査官（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 週休日の振替簿（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 週休日の振替簿（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 週休日の振替簿（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 週休日の振替簿（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 週休日の振替簿（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 代休日指定簿（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成２４年度） 建久推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 通勤手当 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 住居手当 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 扶養手当 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 単身赴任手当 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当（退職者） 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 1990年度 1991/4/1 退職後10年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 給与支給に関するもの プルーフリスト（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 給与支給に関するもの プルーフリスト（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 給与支給に関するもの プルーフリスト（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 財形に関するもの 財産形成貯蓄関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 財形に関するもの 財産形成貯蓄関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 財形に関するもの 財産形成貯蓄関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 財形に関するもの 財産形成貯蓄関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 財形に関するもの 財産形成貯蓄関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 共済組合に係る通知・各種手続きに関するもの 共済関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 共済組合に係る通知・各種手続きに関するもの 共済関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 共済組合に係る通知・各種手続きに関するもの 共済関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 共済組合に係る通知・各種手続きに関するもの 共済関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 共済組合に係る通知・各種手続きに関するもの 共済関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印簿（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印簿（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印簿（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印簿（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印簿（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印使用簿（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印使用簿（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印使用簿（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印使用簿（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 公印に関するもの 公印使用簿（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 規程等の制定・改廃（平成２４年度）　旧ファイル名：例規関係 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 規程等の制定・改廃（平成２５年度）　旧ファイル名：例規関係 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 規程等の制定・改廃（平成２６年度）　旧ファイル名：例規関係 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 規程等の制定・改廃（平成２７年度）　旧ファイル名：例規関係 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 規程等の制定・改廃（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 出張申請書・報告書（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 出張申請書・報告書（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 出張申請書・報告書（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 出張申請書・報告書（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 出張申請書・報告書（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 購入依頼書（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 購入依頼書（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 購入依頼書（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 大学情報データベースに関するもの 大学情報データベース（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 大学情報データベースに関するもの 大学情報データベース（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 調査・照会（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 調査・照会（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 調査・照会（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 調査・照会（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 調査・照会（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 庶務関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 庶務関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 庶務関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 庶務関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 庶務関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事・給与に関するもの 人事・給与（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事情報管理システムに関するもの 人事システム 学術国際部研究協力課長 研究企画担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 就業管理システムに関するもの 就業管理システム 学術部研究協力課長 研究企画担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可・委員委嘱（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可・委員委嘱（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可・委員委嘱（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可・委員委嘱（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 兼業・兼職に関するもの 兼業許可・委員委嘱（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課総務担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 委員会・会議等関係（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 人材育成本部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 委員会・会議等関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 委員会・会議等関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 委員会・会議等関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 人材育成本部運営委員会（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 人材育成本部運営委員会（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 人材育成本部運営委員会（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標・中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画・実績報告（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標・中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画・実績報告（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標・中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画・実績報告（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標・中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画・実績報告（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 中期目標・中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画・実績報告（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 副本部長・兼務教員・委員会委員等の発令に関するもの 副本部長・兼務教員・業務実施責任者・室長・委員会委員発令関係（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 人材育成本部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 副本部長・兼務教員・委員会委員等の発令に関するもの 副本部長・兼務教員・業務実施責任者・室長・委員会委員発令関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 副本部長・兼務教員・委員会委員等の発令に関するもの 副本部長・兼務教員・業務実施責任者・室長・委員会委員発令関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 副本部長・兼務教員・委員会委員等の発令に関するもの 副本部長・兼務教員・業務実施責任者・室長・委員会委員発令関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 副本部長・兼務教員・委員会委員等の発令に関するもの 副本部長・兼務教員・業務実施責任者・室長・委員会委員発令関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 副本部長・兼務教員・委員会委員等の発令に関するもの 副本部長・兼務教員・業務実施責任者・室長・委員会委員発令関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 後援名義に関するもの 人材育成本部後援・協賛等関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 科学技術政策フェロー関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 科学技術政策フェロー関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 科学技術政策フェロー関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知・照会・調査及び回答（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知・照会・調査及び回答（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知・照会・調査及び回答（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知・照会・調査及び回答（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知・照会・調査及び回答（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 勤務時間報告に関するもの 勤務時間報告関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 勤務時間報告に関するもの 勤務時間報告関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 出張依頼に関するもの 出張依頼関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 出張依頼に関するもの 出張依頼関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 出張依頼に関するもの 出張依頼関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 出張依頼に関するもの 出張依頼関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 出張依頼に関するもの 出張依頼関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼簿（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼簿（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼簿（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼簿（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼簿（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 人材育成本部担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿，休日の振替・代休通知簿（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿，休日の振替・代休通知簿（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿，休日の振替・代休通知簿（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ覚書等）に関するもの 人事関係（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 人材育成本部担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ覚書等）に関するもの 人事関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ覚書等）に関するもの 人事関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ覚書等）に関するもの 人事関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ覚書等）に関するもの 人事関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 人事（ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ覚書等）に関するもの 人事関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 出納に関するもの 謝金・会食等伺関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 出納に関するもの 謝金・会食等伺関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 出納に関するもの 謝金・会食等伺関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 出納に関するもの 謝金・会食等伺関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 出納に関するもの 謝金・会食等伺関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 取引に関するもの 予算執行振替伝票（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 取引に関するもの 予算執行振替伝票（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 取引に関するもの 予算執行振替伝票（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 取引に関するもの 予算執行振替伝票（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 取引に関するもの 予算執行振替伝票（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 購入依頼書コピー（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 購入依頼書コピー（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算に関するもの 購入依頼書コピー（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 人材育成本部経理関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 人材育成本部経理関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 人材育成本部経理関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 人材育成本部経理関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 人材育成本部経理関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 概算要求に関するもの（各部局等） 概算要求関連資料（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 中期目標達成強化経費事業・総長室事業推進経費事業（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 中期目標達成強化経費事業・総長室事業推進経費事業（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 中期目標達成強化経費事業・総長室事業推進経費事業（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 中期目標達成強化経費事業・総長室事業推進経費事業（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 学長裁量経費事業（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 講演会等の実施に関するもの シンフォスター（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 講演会等の実施に関するもの シンフォスター（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 講演会等の実施に関するもの シンフォスター（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 講演会等の実施に関するもの シンフォスター（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 共同研究，受託研究に関するもの 博士研究人材及び人材育成プログラム管理事業（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 包括連携協定等に関するもの 人材育成事業の推進に関する覚書締結関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 協定終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術人材育成費補助金関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術人材育成費補助金関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術人材育成費補助金関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術人材育成費補助金関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術人材育成費補助金関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 額の確定調査提出時調書・返還手続書類（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 額の確定調査提出時調書・返還手続書類（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 額の確定調査提出時調書・返還手続書類（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの テニュアトラック関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの テニュアトラック関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの テニュアトラック関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの テニュアトラック関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの テニュアトラック関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 卓越研究員事業（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 卓越研究員事業（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業「連携型博士研究人材総合育成システムの構築」（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業「連携型博士研究人材総合育成システムの構築」（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業「連携型博士研究人材総合育成システムの構築」（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 科学研究費助成事業計画調書（不採択分）（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの 女子中高生の理系進路選択支援プログラム（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究人材育成担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究人材育成担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 科学研究費助成事業計画調書（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 科学研究費助成事業計画調書（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 科学研究費助成事業計画調書（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 科学研究費助成事業計画調書（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 科学研究費助成事業計画調書（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 厚生労働科学研究費補助金応募書類等関係（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 厚生労働科学研究費補助金応募書類等関係（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 厚生労働科学研究費補助金応募書類等関係（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 厚生労働科学研究費補助金応募書類等関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の応募に関するもの 厚生労働科学研究費補助金応募書類等関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１２年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１３年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１４年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１５年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１６年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２２年度） 学術部研究協力課長 科学研究費担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等関係（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 科学研究費担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等関係（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等関係（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等関係（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１２年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１３年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１４年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１５年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１６年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２２年度） 学術部研究協力課長 科学研究費担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業実績・成果報告書（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 科学研究費担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業実績・成果報告書（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
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研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業実績・成果報告書（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業実績・成果報告書（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業実績・成果報告書（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業実績・成果報告書（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金中核的拠点形成プログラム（平成１０年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金中核的拠点形成プログラム（平成１１年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金中核的拠点形成プログラム（平成１２年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１４年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１５年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１６年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用に関するもの 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成２２年度） 学術部研究協力課長 科学研究費担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業特別研究員奨励費（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 科学研究費担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業特別研究員奨励費（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業特別研究員奨励費（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業特別研究員奨励費（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業特別研究員奨励費（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業の使用に関するもの 科学研究費助成事業特別研究員奨励費（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの ひらめき☆ときめきサイエンス（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの ひらめき☆ときめきサイエンス（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの ひらめき☆ときめきサイエンス（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの ひらめき☆ときめきサイエンス（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの ひらめき☆ときめきサイエンス（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2007年度 2008/4/1 採用期間終了後5年 2018/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 2019/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 2020/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成２２年度） 学術部研究協力課長 科学研究費担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 2021/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 科学研究費担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 2022/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 2023/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 2024/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 2025/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 2026/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 2027/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2007年度 2008/4/1 採用期間終了後5年 2018/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 2019/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 2020/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成２２年度） 学術部研究協力課長 科学研究費担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 2021/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 科学研究費担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 2022/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 2023/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 2024/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 科学研究費担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 2025/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 2026/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員に関するもの 日本学術振興会特別研究員申請（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 科学研究費担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 2027/8/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課科学研究費担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（学術研究動向調査に関する委託研究）（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（学術研究動向調査に関する委託研究）（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（学術研究動向調査に関する委託研究）（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（学術研究動向調査に関する委託研究）（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 日本学術振興会学術システム研究センター研究員に関するもの 日本学術振興会学術システム研究センター研究員（学術研究動向調査に関する委託研究）（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の調査に関するもの 公的研究費等の不正使用等に係る交付元への報告関係（平成２３～２５年度調査・認定分） 研究推進部外部資金戦略課長 研究費調整班 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の調査に関するもの 公的研究費等の不正使用等に係る返還及び請求（債務承認弁済契約を除く）関係（平成２３～２５年度調査・認定分） 研究推進部外部資金戦略課長 研究費調整班 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の調査に関するもの 公的研究費等の不正使用等に係る債務承認弁済契約関係（平成２３～２５年度調査・認定分） 研究推進部外部資金戦略課長 研究費調整班 2014年度 2015/4/1 事案対応完結後7年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の調査に関するもの 公的研究費等の不正使用等に係る交付元への報告関係（平成２３～２６年度調査・認定分） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の調査に関するもの 公的研究費等の不正使用等に係る返還及び請求（債務承認弁済契約を除く）関係（平成２３～２６年度調査・認定分） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の調査に関するもの 公的研究費等の不正使用等に係る債務承認弁済契約関係（平成２３～２６年度調査・認定分） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 事案対応完結後7年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 共同利用・共同研究拠点 学術国際部産学連携・研究推進課長 創成研究機構担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 共同利用・共同研究拠点中間評価関係 研究推進部外部資金戦略課長 創成研究機構担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 共同利用・共同研究拠点認定申請 企画部企画調整課長 組織整備担当 2008年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 共同利用・共同研究拠点認定申請関係　平成２０年度～ 企画部企画調整課長 組織整備担当 2008年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 共同利用・共同研究拠点認定申請関係　平成２０年度～② 企画部企画調整課長 組織整備担当 2008年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 平成２２年度共同利用・共同研究拠点 学術国際部産学連携・研究推進課長 創成研究機構担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 平成２３年度共同利用・共同研究拠点 学術国際部産学連携・研究推進課長 創成研究機構担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 平成２４年度共同利用・共同研究拠点 研究推進部外部資金戦略課長 創成研究機構担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 平成２５年度共同利用・共同研究拠点 研究推進部外部資金戦略課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 平成２６年度共同利用・共同研究拠点 研究推進部外部資金戦略課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 平成２７年度共同利用・共同研究拠点 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 平成２８年度共同利用・共同研究拠点 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 学内共同利用施設 学術国際部研究協力課長 研究協力総務掛 1963年度 1964/4/1 常用 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 教育研究施設の設置及び改廃に関する学内資料等 学内共同利用施設 庶務部研究協力課長 研究協力掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総長室事業推進経費（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総長室事業推進経費（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総長室事業推進経費（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総長室事業推進経費（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 大型競争的資金検討会 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 大型競争的資金検討会 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 大型プロジェクト等連絡会議（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 大型プロジェクト等連絡会議（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 大型プロジェクト等連絡会議（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの ２１世紀ＣＯＥプログラム関係（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの ２１世紀ＣＯＥプログラム関係（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの ２１世紀ＣＯＥプログラム関係（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの ２１世紀ＣＯＥプログラム関係（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの グローバルＣＯＥプログラム関係（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの グローバルＣＯＥプログラム関係（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの グローバルＣＯＥプログラム関係（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 研究助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの グローバルＣＯＥプログラム関係（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 科学研究費担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの グローバルＣＯＥプログラム関係（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの グローバルＣＯＥプログラム関係（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 競争的資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの グローバルＣＯＥプログラム関係（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの グローバルＣＯＥプログラム関係（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 卓越した大学院拠点形成費補助金関係（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術振興調整費（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術振興調整費（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術振興調整費（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術振興調整費（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術振興調整費（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術総合推進費補助金（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術戦略推進費補助金・科学技術人材育成費補助金・地域産学官連携科学技術振興事業費補助金（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 競争的資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 科学技術戦略推進費補助金・科学技術人材育成費補助金・地域産学官連携科学技術振興事業費補助金（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先導的創造科学技術開発費補助金・科学技術人材育成費補助金・地域産学官連携科学技術振興事業費補助金（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先導的創造科学技術開発費補助金・科学技術人材育成費補助金・地域産学官連携科学技術振興事業費補助金（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先導的創造科学技術開発費補助金・科学技術人材育成費補助金・地域産学官連携科学技術振興事業費補助金（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成２２年度） 研究推進部研究企画・推進課長 競争的資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成２３年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 間接経費実績報告書（平成２７年度） 研究推進部外部資金戦略課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 研究成果 適展開支援事業（A-STEP）関係（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 研究成果 適展開支援事業（A-STEP）関係（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 競争的資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 研究成果 適展開支援事業（A-STEP）関係（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 研究成果 適展開支援事業（A-STEP）関係（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 研究成果 適展開支援事業（A-STEP）関係（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 研究成果 適展開支援事業（A-STEP）関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 研究成果 適展開支援事業（マッチングプランナープログラム）関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先端・次世代研究開発支援プログラム（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先端・次世代研究開発支援プログラム（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 競争的資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先端・次世代研究開発支援プログラム（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先端・次世代研究開発支援プログラム（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先端研究開発支援プログラム（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先端研究開発支援プログラム（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先端研究開発支援プログラム（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 競争的資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先端研究開発支援プログラム（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 先端研究開発支援プログラム（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの 卓越した大学院拠点形成費補助金関係（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの 卓越した大学院拠点形成費補助金関係（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 競争的資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 専門職員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 競争的資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 各種研究助成金（部局処理分）（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成２１年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成２２年度） 学術国際部研究協力課長 競争的資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 競争的資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成２４年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成２６年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 財団法人等からの助成金等の報告について（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 表彰に関するもの 表彰関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 表彰に関するもの 表彰関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 表彰に関するもの 表彰関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 表彰に関するもの 表彰関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 表彰に関するもの 表彰関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 研究活動上の不正行為関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 研究活動上の不正行為関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 研究活動上の不正行為関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 研究活動上の不正行為関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 研究活動上の不正行為関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 公的研究費の不正使用関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 公的研究費の不正使用関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 公的研究費の不正使用関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 公的研究費の不正使用関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 公的研究費の不正使用関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 栄典・表彰に関するもの 研究総長賞（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 研究企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 栄典・表彰に関するもの 研究総長賞（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 栄典・表彰に関するもの 研究総長賞（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 栄典・表彰に関するもの 研究総長賞（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 栄典・表彰に関するもの 研究総長賞（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 人事関係文書 栄典・表彰に関するもの 研究総長賞（平成２8年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 臨床研究に関するも人を対象とした医学系研究に関する倫理指針（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 臨床研究に関するも人を対象とした医学系研究に関する倫理指針（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 臨床研究に関するも人を対象とした医学系研究に関する倫理指針（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究協力関係文書 臨床研究に関するも特定臨床研究関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 北方領土関係（平成２４年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 北方領土関係（平成２５年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 北方領土関係（平成２６年度） 研究推進部研究振興企画課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 北方領土関係（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 北方領土関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しな調査・照会（平成２７年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しな調査・照会（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
研究推進部研究振興企画課 庶務関係文書 調査等に関するもの 調査等関係（平成２８年度） 研究推進部研究振興企画課長 研究企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部研究振興企画課長 研究推進部研究振興企画課研究企画担当 廃棄
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの C-net登録状況・変更履歴（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの Hi-System（平成２２年度） 人材育成本部長 S-cubic 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの Hi-System（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第１回・第２回（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第３回（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第１回・第２回（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第３回（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第１回・第２回（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第３回（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第１回・第２回（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第３回（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第１回・第２回（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第３回（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第１回・第２回（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 赤い糸会　第３回（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（１）（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（２）（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
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人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（１）（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（２）（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（１）（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（２）（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（１）（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（２）（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（１）（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（２）（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（１）（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの A-COSA（２）（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの セミナー＆プログラム（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの セミナー＆プログラム（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの セミナー＆プログラム（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの セミナー＆プログラム（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの セミナー＆プログラム（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの セミナー＆プログラム（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 企業研究支援（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 企業研究支援（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 企業研究支援（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの SynFOSTER（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの SynFOSTER（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの SynFOSTER（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 平成２７年度　SynFOSTER2016 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 幕見の会（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 幕見の会（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 幕見の会（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 幕見の会（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 幕見の会（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 幕見の会（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの S-cubic通信・リーフレット（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの S-cubic通信・リーフレット（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの S-cubic通信・リーフレット（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの S-cubic通信・リーフレット（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの S-cubic通信・リーフレット（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの S-cubic通信・リーフレット（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 産学シーズ／ニーズマッチング人材交流支援（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 産学シーズ／ニーズマッチング人材交流支援（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 産学シーズ／ニーズマッチング人材交流支援（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの 産学シーズ／ニーズマッチング人材交流支援（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 取引に関するもの 研究大学強化促進事業（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 取引に関するもの 卓越した大学院拠点形成支援事業（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業　予算・会計（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業　予算・会計（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業　予算・会計（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業　予算・会計（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業　予算・会計（Hi-System）（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業　予算・会計（Hi-System）（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業　予算・会計（Hi-System）（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 総合若手人材育成事業　予算・会計（Hi-System）（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 教員等保有法人文書 教育関係文書 Hi-System求人情報（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 教員等保有法人文書 教育関係文書 Hi-System求人情報（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 教員等保有法人文書 教育関係文書 Hi-System求人情報（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 博士課程学生と博士研究員等若手研究者のためのキャリアパス教育システムの定着化（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 博士課程学生と博士研究員等若手研究者のためのキャリアパス教育システムの定着化（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 学長裁量経費＆機能強化経費予算・会計（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 会計関係文書 予算の配分に関するもの 受託事業間接経費＆博士研究人材及び育成プログラム管理事業（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 管理運営関係文書 HoP-Stationの活動記録に関するもの キャリアマネジメントセミナー（平成２２年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 管理運営関係文書 HoP-Stationの活動記録に関するもの キャリアマネジメントセミナー（平成２３年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 管理運営関係文書 HoP-Stationの活動記録に関するもの キャリアマネジメントセミナー（平成２４年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 管理運営関係文書 HoP-Stationの活動記録に関するもの キャリアマネジメントセミナー（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの キャリアマネジメントセミナー（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの キャリアマネジメントセミナー（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの キャリアマネジメントセミナー（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 管理運営関係文書 HoP-Stationの活動記録に関するもの 北大パイオニア人材協働育成推進委員会（平成２１年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 管理運営関係文書 HoP-Stationの活動記録に関するもの 北大パイオニア人材協働育成推進委員会（平成２２年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 管理運営関係文書 HoP-Stationの活動記録に関するもの 北大パイオニア人材協働育成推進委員会（平成２３年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 管理運営関係文書 HoP-Stationの活動記録に関するもの 北大パイオニア人材協働育成推進委員会（平成２４年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 管理運営関係文書 HoP-Stationの活動記録に関するもの 北大パイオニア人材協働育成推進委員会（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２１年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２２年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２３年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
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人材育成本部 HoP-Station 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２４年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 人事関係文書 インターンシップに関するもの インターンシップ関係（平成２８年度） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表１/３（平成２２年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表２/３　国内旅費１（平成２２年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表３/３　国内旅費２・外国旅費（平成２２年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表１/３　消耗品費・諸謝金・会議開催費・通信運搬費（平成２３年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表２/３　印刷製本費・借損料・雑役務費・外国旅費（平成２３年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表３/３　国内旅費（平成２３年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表１/４　消耗品費・諸謝金・会議開催費・通信運搬費（平成２４年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表２/４　印刷製本費・借損料・雑役務費・外国旅費（平成２４年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表３/４　国内旅費（平成２４年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表４/４　国内旅費（平成２４年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表１/４　消耗品費・諸謝金・会議開催費・通信運搬費（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表２/４　印刷製本費・借損料・雑役務費・外国旅費（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表３/４　国内旅費（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 会計関係文書 取引に関するもの 債務計上表４/４　国内旅費（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 廃棄
人材育成本部 HoP-Station 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの ＪＳＴ関係（平成２１年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの ＪＳＴ関係（平成２２年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの ＪＳＴ関係（平成２３年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの ＪＳＴ関係（平成２４年度） 人材育成本部長 HoP-Station 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 HoP-Station 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの ＪＳＴ関係（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 S-ｃubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 次世代研究者育成システム専門委員会（平成２６年度） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 次世代研究者育成システム専門委員会（平成２７年度） 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 次世代研究者育成システム専門委員会（平成２８年度） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 東北大学（助教） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 名古屋大学（助教） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 北海道大学（助教） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの COFRe（広報関係） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 三大学イベント情報（助教） 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 育成対象助教審査書類（平成２６年度） 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 育成対象助教審査書類（平成２７年度） 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 育成対象助教審査書類(平成２８年度） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの シンフォスター（連携型博士研究人材育成シンポジウム） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 平成二十六年度　次世代研究者育成プログラム四半期報（次世代・イノベ） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 平成二十七年度　次世代研究者育成プログラム四半期報（次世代・イノベ） 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 平成二十八年度　次世代研究者育成プログラム四半期報（次世代・イノベ） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 運営協議会議事録 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 外部評価委員会 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 平成二十六年度　総合イノベ人材育成システム育成対象者 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 平成二十七年度　総合イノベ人材育成システム養成対象者 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 平成二十八年度　総合イノベ人材育成システム養成対象者 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 総合イノベ人材育成システム専門委員会 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十六年度　連携型博士研究人材総合育成システムの構築（運営協議会経費）（機関経費） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十六年度　債務計上票（機関経費） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十六年度　債務計上票（運営協議会経費） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十七年度　連携型博士研究人材総合育成システムの構築（運営協議会経費） 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十七年度　連携型博士研究人材総合育成システムの構築（機関経費） 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十七年度　債務計上票（運営協議会経費） 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十七年度　債務計上票（機関経費） 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十八年度　連携型博士研究人材総合育成システムの構築（運営協議会経費） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十八年度　連携型博士研究人材総合育成システムの構築（機関経費） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十八年度　債務計上票（運営協議会経費） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 会計関係文書 予算の配分に関するもの 平成二十八年度　債務計上票（機関経費） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部 I-HoP 会計関係文書 取引に関するもの 研究大学強化促進事業　債務計上票(平成26年度) 人材育成本部長 I-HoP 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 I-HoP担当特任教授 廃棄
人材育成本部 I-HoP 会計関係文書 取引に関するもの 研究大学強化促進事業　債務計上票(平成27年度) 人材育成本部長 I-HoP 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 I-HoP担当特任教授 廃棄
人材育成本部 I-HoP 会計関係文書 取引に関するもの 研究大学強化促進事業　債務計上票(平成28年度) 人材育成本部長 I-HoP 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 I-HoP担当特任教授 廃棄
人材育成本部 I-HoP 管理運営関係文書 I-HoPの活動記録に関するもの セミナー＆プログラム 人材育成本部長 I-HoP 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 I-HoP担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 I-HoP 管理運営関係文書 I-HoPの活動記録に関するもの セミナー＆プログラム 人材育成本部長 I-HoP 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 I-HoP担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 I-HoP 管理運営関係文書 I-HoPの活動記録に関するもの セミナー＆プログラム 人材育成本部長 I-HoP 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 I-HoP担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術振興調整費 女性研究者支援モデル育成事業」関係文書（平成１８年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術振興調整費 女性研究者支援モデル育成事業」関係文書（平成１９年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術振興調整費 女性研究者支援モデル育成事業」関係文書（平成２０年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術振興調整費 女性研究者養成システム改革加速事業」関係文書（平成２１年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術振興調整費 女性研究者養成システム改革加速事業」関係文書（平成２２年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速事業」関係文書（平成２３年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速事業」関係文書（平成２４年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速事業」関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
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人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」関係文書（平成２６年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」関係文書（平成２７年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「研究大学強化促進費補助金」 関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「研究大学強化促進費補助金」 関係文書（平成２６年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「研究大学強化促進費補助金」 関係文書（平成２７年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省女子中高生の理系進路選択支援事業」関係文書（平成１８年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省女子中高生理系進路選択支援事業」関係文書（平成１９年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「文部科学省女子中高生理系進路選択支援事業」関係文書（平成２０年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「JST未来の科学者養成講座」関係文書（平成２１年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「JST未来の科学者養成講座」関係文書（平成２２年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「JST未来の科学者養成講座」関係文書（平成２３年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成１８年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成１９年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成２０年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成２１年度） 女性研究者支援室長 女性研究者支援室 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成２２年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成２３年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成２４年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成２６年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 管理運営関係文書 FResHUの活動記録に関するもの 女性研究者支援策関係文書（平成２７年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「文部科学省科学技術振興調整費 女性研究者養成システム改革加速事業」経理関係文書（平成２２年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速事業」経理関係文書（平成２３年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速事業」経理関係文書（平成２４年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速事業」経理関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速事業」（継続）経理関係文書（平成２６年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2014年度 2015/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者養成システム改革加速事業」（継続）経理関係文書（平成２７年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2015年度 2016/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」経理関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」経理関係文書（平成２６年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2014年度 2015/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「文部科学省科学技術人材育成費補助金 女性研究者研究活動支援事業（拠点型）」経理関係文書（平成２７年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2015年度 2016/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「研究大学強化促進費補助金」 経理関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「研究大学強化促進費補助金」 経理関係文書（平成２６年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「研究大学強化促進費補助金」 経理関係文書（平成２７年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「スーパーグローバル大学創成支援（タイプＡ）事業」経理関係文書（平成２６年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2014年度 2015/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「スーパーグローバル大学創成支援（タイプＡ）事業」経理関係文書（平成２７年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2015年度 2016/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「JST未来の科学者養成講座」経理関係文書（平成２２年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「JST未来の科学者養成講座」経理関係文書（平成２３年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」経理関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 総長室事業推進経費 経理関係文書（平成２２年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 総長室事業推進経費 経理関係文書（平成２３年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 総長室事業推進経費 経理関係文書（平成２４年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 総長室事業推進経費 経理関係文書（平成２５年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 総長室事業推進経費 経理関係文書（平成２６年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2014年度 2015/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部 女性研究者支援室 会計関係文書 取引に関するもの 総長室事業推進経費 経理関係文書（平成２７年度） 人材育成本部長 女性研究者支援室 2015年度 2016/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 人材育成本部長 女性研究者支援室担当特任准教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 養成者基本台帳 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの COFRe動画配信サイト 人材育成本部長 COFRe 2015年度 2016/4/1 7年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部 S-cubic 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの Hi-System登録データ（研究者／企業） 人材育成本部長 S-cubic 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 S-cubic担当特任教授 副総括文書管理者が判断
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 育成対象助教名簿（累積） 人材育成本部長 COFRe 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 助教業績三大学統合データシート 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 助教情報シート（北大） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 助教情報シート（東北大） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 助教情報シート（名大） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 論文リスト（北大） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 論文リスト（東北大） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄
人材育成本部　COFRe 管理運営関係文書 COFReの活動記録に関するもの 論文リスト（名大） 人材育成本部長 COFRe 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 人材育成本部長 COFRe担当特任教授 廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成１７年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成１８年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成１９年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成２０年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

会計担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成２１年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

会計担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄
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研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成２２年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

会計担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成２３年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

会計担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
アルコールの使用
に関するもの

アルコール使用許可申請関係（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 共同研究（平成２３年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 共同研究（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 共同研究（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 共同研究（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究（平成２３年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究等受入決議（平成２３年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究等受入決議（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究等受入決議（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 契約に関するもの 受託研究等受入決議（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
現金の出納に関す
るもの

収入契約決議書（平成２４年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
現金の出納に関す
るもの

収入契約決議書（平成２５年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
現金の出納に関す
るもの

収入契約決議書（平成２６年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
現金の出納に関す
るもの

収入契約決議書（平成２７年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
現金の出納に関す
るもの

収入契約決議書（平成２８年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産に関する
会計帳簿

固定資産台帳（平成１６年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産に関する
会計帳簿

固定資産台帳（平成１７年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産に関する
会計帳簿

固定資産台帳（平成１８年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産に関する
会計帳簿

固定資産台帳（平成１９年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２４年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（申請許可関係）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２４年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（通知関係）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２５年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（申請許可関係）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２５年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（通知関係）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２６年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（申請許可関係）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２６年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（通知関係）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２７年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（申請許可関係）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２７年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（通知関係）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２８年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（申請許可関係）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２８年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター（通知関係）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２４年度　創成研究機構研究部　プロジェクト研究部門
オープンラボラトリー利用申請書

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２５年度　創成研究機構研究部　プロジェクト研究部門
オープンラボラトリー利用申請書

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２６年度　創成研究機構研究部　プロジェクト研究部門
オープンラボラトリー

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２７年度　創成研究機構研究部　プロジェクト研究部門
オープンラボラトリー

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産の貸付・
借入に関するもの

平成２８年度　創成研究機構研究部　プロジェクト研究部門
オープンラボラトリー

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産（物品）管
理等に関するもの

物品管理
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産（物品）管
理等に関するもの

物品管理 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
固定資産（物品）管
理等に関するもの

物品管理 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

会議費等支出伺（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

会議費等支出伺（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

会議費等支出伺（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

会議費等支出伺（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

会議費等支出伺（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書控（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書控（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書控（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書控（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書控（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書（平成２４年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書（平成２５年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書（平成２６年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書（平成２７年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

購入依頼書（平成２８年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

車両運用記録簿（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

公用車使用関係（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

公用車使用関係（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
資産運用に関する
もの

公用車使用関係（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他受託研究の
経理に関するもの

総務省　戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE)（平
成２６年度）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他受託研究の
経理に関するもの

総務省　戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE)（平
成２７年度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他受託研究の
経理に関するもの

総務省　戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE)（平
成２８年度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他受託研究の
経理に関するもの

光で細胞内現象を完全再現する超精密タンパク質発現操
作技術の開発と応用(平成２７年度)

研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他受託研究の
経理に関するもの

光で細胞内現象を完全再現する超精密タンパク質発現操
作技術の開発と応用(平成２８年度)

研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他委託事業の
経理に関するもの

ナノテクノロジープラットフォーム（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他委託事業の
経理に関するもの

ナノテクノロジープラットフォーム（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他委託事業の
経理に関するもの

ナノテクノロジープラットフォーム（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他委託事業の
経理に関するもの

ナノテクノロジープラットフォーム（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他委託事業の
経理に関するもの

ナノテクノロジープラットフォーム（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他受託研究の
経理に関するもの

新たな共用システムの導入・運営（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他受託研究の
経理に関するもの

原子・分子の顕微イメージングプラットフォーム（平成２８年
度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

ノーステック財団補助金（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの
整備（平成２４年度）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの
整備（平成２５年度）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの
整備（平成２６年度）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの
整備（平成２７年度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの
整備（平成２８年度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

科学技術振興費　安定同位元素（平成２１年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

科学技術振興費　安定同位元素（平成２２年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

科学技術振興費　安定同位元素（平成２３年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

科学技術振興費　安定同位元素（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

科学技術振興費　安定同位元素（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

科学技術振興費　安定同位元素（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

科学技術振興費　安定同位元素（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

科学技術振興費　安定同位元素　利用料収入関係（平成２
６年度）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

科学技術振興費　安定同位元素　利用料収入関係（平成２
７年度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

北大基礎融合領域リーダー育成システム（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

北大基礎融合領域リーダー育成システム（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

北大基礎融合領域リーダー育成システム（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

北大基礎融合領域リーダー育成システム（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

北大基礎融合領域リーダー育成システム（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

卓越研究員事業（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

研究大学強化促進事業（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

大学力強化
推進本部事
業推進室担
当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

研究大学強化促進事業（平成２５年度）（創成研究機構執
行分）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

研究大学強化促進事業（平成２６年度）（創成研究機構執
行分）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

研究大学強化促進事業（平成２７年度）（創成研究機構執
行分）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

研究大学強化促進事業（平成２８年度）（創成研究機構執
行分）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

国立大学法人施設整備費補助金（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

債務計上票（平成２２年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

債務計上票（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

債務計上票（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
その他補助金の経
理に関するもの

債務計上票（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金立替申請綴（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金立替申請綴（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金立替申請綴（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金立替申請綴（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金立替申請綴（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金予算執行振替（平成２３年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金予算執行振替（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金予算執行振替（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 外部資金予算執行振替（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 外部資金予算執行振替（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 外部資金予算執行振替（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金予算振替（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 外部資金予算振替（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 外部資金予算振替（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 外部資金予算振替（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 外部資金予算振替（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・共同研究（平成２３年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・共同研究（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・共同研究（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・共同研究（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・受託研究（平成２３年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・受託研究（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・受託研究（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・受託研究（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・受託研究（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票・受託研究（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 債権計上票控（平成２２年度）（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 債権計上票控（平成２３年度）（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 債権計上票控（平成２４年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 債権計上票控（平成２５年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債権計上票控（平成２６年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債権計上票控（平成２７年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 債権計上票控（平成２８年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 オープンファシリティ　利用料（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 オープンファシリティ　利用料（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 オープンファシリティ　利用料（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 委託分析部門分析測定料（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 委託分析部門分析測定料（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 機器分析受託部門分析測定料（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 ＩＩＬ利用料（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 ＩＩＬ利用料（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 ＩＩＬ利用料（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 施設利用料（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 施設利用料（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 施設利用料（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 ナノプラット事業　機器利用料（電子研）（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 ナノプラット事業　機器利用料（電子研）（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 ナノプラット事業　機器利用料（電子研）（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 ナノプラット事業　機器利用料（情報科学）（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 ナノプラット事業　機器利用料（情報科学）（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 ナノプラット事業　機器利用料（情報科学）（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類
ナノプラット事業　機器利用料（工学部･超高圧）（平成２６年
度）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類
ナノプラット事業　機器利用料（工学部･超高圧）（平成２７年
度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類
ナノプラット事業　機器利用料（工学部･超高圧）（平成２８年
度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類
ナノプラット事業　機器利用料（工学部･光電子）（平成２６年
度）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類
ナノプラット事業　機器利用料（工学部･光電子）（平成２７年
度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類
ナノプラット事業　機器利用料（工学部･光電子）（平成２８年
度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類
ナノプラット事業　機器利用料（工学部・分析）（平成２６年
度）

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類
ナノプラット事業　機器利用料（工学部・分析）（平成２７年
度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類
ナノプラット事業　機器利用料（工学部・分析）（平成２８年
度）

研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 部局内予算執行振替（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 部局内予算執行振替（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 部局間予算執行振替（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 部局間予算執行振替（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 予算振替（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する帳簿 予算振替（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 取引に関する書類 予算振替（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求関係(平成２３年度)
北キャンパス合同事務部
事務長

会計担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求関係(平成２４年度)
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求関係(平成２５年度)
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求関係(平成２６年度)
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求関係(平成２７年度) 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求関係(平成２８年度) 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

支出予算の配分について（平成２４年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

支出予算の配分について（平成２５年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

支出予算の配分について（平成２６年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

支出予算の配分について（平成２７年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

支出予算の配分について（平成２８年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

収入予算の配分について（平成２４年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

収入予算の配分について（平成２５年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

収入予算の配分について（平成２６年度）（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

収入予算の配分について（平成２７年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
予算の配分に関す
るもの

収入予算の配分について（平成２８年度）（創成） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

科学研究費補助金研究分担者証拠書類関係（平成２２年
度）

北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

債務計上票（平成２３年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

債務計上票（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

債務計上票（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

債務計上票（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

債務計上票（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

債務計上票（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

収支決算報告書（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

収支決算報告書（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

収支決算報告書（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

収支決算報告書（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

収支決算報告書（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

支払決議書控（平成１６年度）（先端研）
北キャンパス合同事務部
事務長

経理係 2004年度 2005/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

支払決議書控（平成１６年度）（先端研）
北キャンパス合同事務部
事務長

経理係 2009年度末 2010/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

支払決議書控（平成１６年度）（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

経理係 2004年度 2005/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後8年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

支払決議書控（平成１６年度）（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

経理係 2009年度末 2010/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

支払決議書控（平成１７年度）（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

経理係 2005年度 2006/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

支払決議書控（平成１８年度）（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

経理係 2006年度 2007/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

支払決議書控（平成１９年度）（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

経理係 2007年度 2008/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
会計検査院実地検
査に関するもの

会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２２年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
会計検査院実地検
査に関するもの

会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２３年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
会計検査院実地検
査に関するもの

会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
会計検査院実地検
査に関するもの

会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
会計検査院実地検
査に関するもの

会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２６年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
科学研究費補助金
の経理に関するも
の

会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 会計に関するもの 会計関係通知（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 会計に関するもの 会計関係通知（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 会計に関するもの 会計関係調書（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 会計に関するもの 会計関係調書（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書 会計に関するもの 会計関係調書（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
寄附金に関するも
の

寄附金（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
寄附金に関するも
の

寄附金（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
寄附金に関するも
の

寄附金（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 会計関係文書
料金算定に関する
もの

オープンラボ維持負担金　料金算定
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
料金算定に関する
もの

動物実験施設利用料金・バイオリソース作製等受託料金算
定

研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 会計関係文書
産学連携等研究費
の経理に関するも
の

科学技術振興費　安定同位元素（平成２０年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

外部資金担
当

2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

平成２２年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター管理委員会

学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

平成２３年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター管理委員会

学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

平成２４年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター管理委員会

学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

平成２５年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター管理委員会

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

平成２６年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター管理委員会

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

平成２７年度創成研究機構生物機能分子研究開発プラット
フォーム推進センター管理委員会

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

安全管理委員会(平成1８年度)
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

安全管理委員会(平成１９年度)
北キャンパス合同事務部
事務長

用度係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

安全管理委員会(平成２０年度)
北キャンパス合同事務部
事務長

施設･安全管
理担当

2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

北キャンパス施設運営委員会（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
北キャンパ
ス地区施設
担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
北キャンパ
ス地区施設

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

北キャンパス安全管理専門委員会（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
北キャンパ
ス地区施設
担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
北キャンパ
ス地区施設

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

北キャンパス安全管理専門委員会（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
北キャンパ
ス地区施設
担当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
北キャンパ
ス地区施設

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

研究企画室
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2002年度 2003/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

研究棟設計検討調整専門部会
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2002年度 2003/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

研究部門検討専門委員会
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2001年度 2002/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

在り方専門部会
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2002年度 2003/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

次世代ポスト研究部門
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2002年度 2003/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

人事検討専門部会
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2001年度 2002/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

生物実験施設共同利用委員会
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

設置検討委員会
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2001年度 2002/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

設置検討委員会専門委員会
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2001年度 2002/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

創成研究機構共用機器管理センター会議関係（平成２１年
度）

北キャンパス合同事務部
事務長

総務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

創成研究機構共用機器管理センター会議関係（平成２２年
度）

北キャンパス合同事務部
事務長

総務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

創成研究機構共用機器管理センター会議関係（平成２３年
度）

北キャンパス合同事務部
事務長

総務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

創成研究機構共用機器管理センター会議関係（平成２４年
度）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

創成研究機構共用機器管理センター会議関係（平成２５年
度）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

創成研究機構共用機器管理センター会議関係（平成２６年
度）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

創成研究機構共用機器管理センター会議関係（平成２７年
度）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

創成研究機構グローバルファシリティセンター会議関係（平
成２８年度）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

創成研究機構連絡会議（平成２１年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

創成研究機構連絡会議（平成２２年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

創成研究機構連絡会議（平成２３年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

創成研究機構連絡会議（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

創成研究機構人事専門委員会（平成２３年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

創成研究機構人事専門委員会（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

創成研究機構人事専門委員会（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

創成研究機構人事専門委員会（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

ＵＲＡ候補者選考委員会（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

ＵＲＡ候補者選考委員会（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

ＵＲＡ候補者選考委員会（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会等の記
録に関するもの

ＵＲＡ候補者選考委員会（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

東京オフィス関係綴
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

特定研究部門
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2002年度 2003/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

平成１７年度科学技術振興調整費北大Ｒ＆ＢＰ会議関係
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

平成１８年度科学技術振興調整費北大Ｒ＆ＢＰ会議関係
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

平成１９年度科学技術振興調整費北大Ｒ＆ＢＰ会議関係
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
各種委員会の記録
に関するもの

流動研究部門
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2002年度 2003/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２３年度　設備サポートセンター整備事業
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２４年度　設備サポートセンター整備事業
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２５年度　設備サポートセンター整備事業
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

先端科学技術共同研究センター運営委員会（平成１６年
度）

北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

創成科学共同研究機構運営会議（平成１６年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

創成科学共同研究機構運営会議（平成１７年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

創成科学共同研究機構運営会議（平成１８年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

創成科学共同研究機構運営会議（平成１９年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

創成科学共同研究機構運営会議（平成２０年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

総務担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

次世代大学力強化推進会議（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

大学力強化
推進本部事
業推進室担
当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

次世代大学力強化推進会議（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

大学力強化
推進本部事
業推進室担
当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

次世代大学力強化推進会議（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

次世代大学力強化推進会議（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

大学力強化推進本部　本部会議（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

大学力強化推進本部　本部会議（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
教授会等の記録に
関するもの

研究推進ハブ事業運営委員会（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

大学力強化
推進本部事
業推進室担
当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
諸規定の制定・改
廃に関するもの

創成研究機構　内規・規則等
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
諸規定の制定・改
廃に関するもの

創成研究機構　内規・規則等（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
諸規定の制定・改
廃に関するもの

創成研究機構　内規・規則等（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
諸規程の制定・改
廃に関するもの

大学力強化推進本部規程関係（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

大学力強化
推進本部事
業推進室担
当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
諸規程の制定・改
廃に関するもの

大学力強化推進本部規程関係（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

大学力強化
推進本部事
業推進室担
当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
諸規程の制定・改
廃に関するもの

大学力強化推進本部規程関係（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
諸規程の制定・改
廃に関するもの

大学力強化推進本部規程関係（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
総長室等の会議の
記録に関するもの

創成研究機構運営委員会（平成２１年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
総長室等の会議の
記録に関するもの

創成研究機構運営委員会（平成２２年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
総長室等の会議の
記録に関するもの

創成研究機構運営委員会（平成２３年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
総長室等の会議の
記録に関するもの

創成研究機構運営委員会（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断
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研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
総長室等の会議の
記録に関するもの

創成研究機構運営委員会（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
総長室等の会議の
記録に関するもの

創成研究機構運営委員会（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
総長室等の会議の
記録に関するもの

創成研究機構運営委員会（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
総長室等の会議の
記録に関するもの

創成研究機構運営委員会（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

創成研究機構評価委員会（平成２１年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

創成研究機構評価委員会（平成２２年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

創成研究機構評価委員会（平成２３年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

創成研究機構評価委員会（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

創成研究機構評価委員会（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

創成研究機構評価委員会（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

創成研究機構評価委員会（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２４年度実績報告及び平成２５年度年度計画
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２５年度実績報告及び平成２６年度年度計画
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２６年度実績報告及び平成２７年度年度計画
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２７年度実績報告及び平成２８年度年度計画 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２８年度実績報告及び平成２９年度年度計画 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

中期目標達成強化経費及び総長室事業推進経費（平成２
３年度）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

中期目標達成強化経費及び総長室事業推進経費（平成２
４年度）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

中期目標達成強化経費及び総長室事業推進経費（平成２
５年度）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

中期目標達成強化経費及び総長室事業推進経費（平成２
６年度）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

中期目標達成強化経費及び総長室事業推進経費（平成２
７年度）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

中期目標達成強化経費及び総長室事業推進経費（平成２
８年度）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成１７年度創成科学共同研究機構　連携融合事業「協働
型開発研究事業（地域ＣＯＥの形成）」

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成１８年度創成科学共同研究機構　連携融合事業「協働
型開発研究事業（地域ＣＯＥの形成）」

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成１９年度創成科学共同研究機構　連携融合事業「協働
型開発研究事業（地域ＣＯＥの形成）」

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２０年度創成科学共同研究機構　連携融合事業「協働
型開発研究事業（地域ＣＯＥの形成）」

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
中期目標，中期計
画及び年度計画の
作成に関するもの

平成２１年度創成科学共同研究機構　連携融合事業「協働
型開発研究事業（地域ＣＯＥの形成）」

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
本学が発行する広
報誌等（保存用）

センター概要（先端研）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
本学が発行する広
報誌等の作成に関
するもの

平成２６年度　職員録関係
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
本学が発行する広
報誌等の作成に関
するもの

平成２７年度　職員録関係
研究推進部研究支援課課
長

創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
本学が発行する広
報誌等の作成に関
するもの

平成２８年度　職員録関係
研究推進部研究支援課課
長

創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２４年度　調査・照会
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２５年度　調査・照会
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２６年度　調査・照会
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２７年度　調査・照会 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２８年度　調査・照会 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２４年度　各種通知
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２５年度　各種通知
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２６年度　各種通知
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２７年度　各種通知 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
他の類型に該当し
ない学内外の各種
文書

平成２８年度　各種通知 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
郵便物等の取扱い
に関するもの

郵便物発送簿（創成）　平成２４年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
郵便物等の取扱い
に関するもの

郵便物発送簿（創成）　平成２５年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
郵便物等の取扱い
に関するもの

郵便物発送簿（創成）　平成２６年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
郵便物等の取扱い
に関するもの

郵便物発送簿（創成）　平成２７年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
郵便物等の取扱い
に関するもの

郵便物発送簿（創成）　平成２８年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
個人情報保護に関
するもの

個人情報保護関係　平成２６年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
個人情報保護に関
するもの

個人情報保護関係　平成２７年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
個人情報保護に関
するもの

個人情報保護関係　平成２８年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
学外会議に関する
もの

遺伝子実験施設連絡会議
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
学外会議に関する
もの

国立大学共同研究センター専任教官会議　平成１６年度～
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
学外会議に関する
もの

国立大学共同研究センター長会議　平成１６年度～
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 管理運営関係文書
学外会議に関する
もの

国立大学動物実験施設協議会
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
寄付講座・寄附研
究部門に関するも
の

平成１６年度　先端科学技術共同研究センター　寄附研究
部門

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
寄付講座・寄附研
究部門に関するも
の

平成１７年度先端科学技術共同研究センター寄附研究部
門（ＵＦＪ）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
寄付講座・寄附研
究部門に関するも
の

平成１８年度創成科学共同研究機構　寄附研究部門（ＵＦ
Ｊ）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
寄付講座・寄附研
究部門に関するも
の

平成１８年度創成科学共同研究機構　寄附研究部門（明治
乳業）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2006年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
寄付講座・寄附研
究部門に関するも
の

平成１９年度創成科学共同研究機構　寄附研究部門（ＵＦ
Ｊ）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
寄付講座・寄附研
究部門に関するも
の

平成１９年度創成科学共同研究機構　寄附研究部門（明治
乳業）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
寄付講座・寄附研
究部門に関するも
の

平成２０年度創成科学共同研究機構　寄附研究部門（ＵＦ
Ｊ）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
寄付講座・寄附研
究部門に関するも
の

平成２０年度創成科学共同研究機構　寄附研究部門（明治
乳業）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
研究員等に関する
もの

平成２０年度創成・客員研究員関係
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
動物実験に関する
もの

創成科学研究機構動物実験関係（平成１６～１９年度）
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2007年度 2008/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
動物実験に関する
もの

創成研究機構動物実験関係（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
動物実験に関する
もの

創成研究機構動物実験関係（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
動物実験に関する
もの

創成研究機構動物実験関係（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
動物実験に関する
もの

創成研究機構動物実験関係（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
遺伝子組換え実験
に関するもの

創成研究機構遺伝子組換え実験関係（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
遺伝子組換え実験
に関するもの

創成研究機構遺伝子組換え実験関係（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
遺伝子組換え実験
に関するもの

創成研究機構遺伝子組換え実験関係（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
遺伝子組換え実験
に関するもの

創成研究機構遺伝子組換え実験関係（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
病原体等使用実験
関係に関するもの

創成研究機構病原体等使用実験関係（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
病原体等使用実験
関係に関するもの

創成研究機構病原体等使用実験関係（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
病原体等使用実験
関係に関するもの

創成研究機構病原体等使用実験関係（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
病原体等使用実験
関係に関するもの

創成研究機構病原体等使用実験関係（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
科学研究費補助金
の応募・使用に関
するもの

平成２１年度　科学研究費補助金（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
科学研究費補助金
の応募・使用に関
するもの

平成２２年度　科学研究費補助金（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
科学研究費補助金
の応募・使用に関
するもの

平成２３年度　科学研究費補助金（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
科学研究費補助金
の応募・使用に関
するもの

平成２４年度　科学研究費補助金（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

科学研究費
担当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
科学研究費補助金
の応募・使用に関
するもの

平成２５年度　科学研究費補助金（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
科学研究費補助金
の応募・使用に関
するもの

平成２６年度　科学研究費補助金（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
科学研究費補助金
の応募・使用に関
するもの

平成２７年度　科学研究費補助金（創成） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
科学研究費補助金
の応募・使用に関
するもの

平成２８年度　科学研究費補助金（創成） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２４年度研究支援体制整備事業費補助金（リサーチ・
アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備）

研究推進部外部資金戦略
課長

戦略企画担
当

2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２５年度研究支援体制整備事業費補助金（リサーチ・
アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２６年度研究支援体制整備事業費補助金（リサーチ・
アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２７年度研究支援体制整備事業費補助金（リサーチ・
アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備）

研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２８年度研究支援体制整備事業費補助金（リサーチ・
アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備）

研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

研究開発施設共用等促進費補助金（平成２１年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

研究開発施設共用等促進費補助金（平成２２年度）
学術国際部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

研究開発施設共用等促進費補助金（平成２３年度）
研究推進部産学連携・研
究推進課長

創成研究機
構担当

2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成１９年度科学技術振興費安定同位元素イメージング技
術による産業イノベーション

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２０年度科学技術振興費安定同位元素イメージング技
術による産業イノベーション

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２１年度科学技術振興費安定同位元素イメージング技
術による産業イノベーション

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２２年度科学技術振興費安定同位元素イメージング技
術による産業イノベーション

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２３年度科学技術振興費安定同位元素イメージング技
術による産業イノベーション

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２４年度先端研究施設共用促進事業（ＩＩＬ，スピン）
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２５年度先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業
（ＩＩＬ）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２６年度先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業
（ＩＩＬ）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２４年度科学技術試験研究委託事業(ナノテクノロジー
プラットフォーム）

研究推進部外部資金戦略
課長

戦略企画担
当

2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２５年度科学技術試験研究委託事業(ナノテクノロジー
プラットフォーム）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

平成２６年度科学技術試験研究委託事業(ナノテクノロジー
プラットフォーム）

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
会計担当

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

研究大学強化促進事業（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

大学力強化
推進本部事
業推進室担
当

2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

研究大学強化促進事業（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

大学力強化
推進本部事
業推進室担
当

2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

研究大学強化促進事業（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
国及び独立行政法
人等の補助・委託
事業に関するもの

研究大学強化促進事業（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
大学力強化
推進本部担
当

2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
大学力強化
推進本部担

廃棄

研究推進部研究支援課 施設関係文書
官公庁への届出に
関するもの

特別管理産業廃棄物管理票（平成２４年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
北キャンパ
ス地区施設

廃棄

研究推進部研究支援課 施設関係文書
官公庁への届出に
関するもの

特別管理産業廃棄物管理票（平成２５年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
北キャンパ
ス地区施設

廃棄

研究推進部研究支援課 施設関係文書
官公庁への届出に
関するもの

特別管理産業廃棄物管理票（平成２６年度）
研究推進部外部資金戦略
課長

会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
北キャンパ
ス地区施設

廃棄

研究推進部研究支援課 施設関係文書
官公庁への届出に
関するもの

特別管理産業廃棄物管理票（平成２７年度） 研究推進部研究支援課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
北キャンパ
ス地区施設

廃棄

研究推進部研究支援課 施設関係文書
官公庁への届出に
関するもの

特別管理産業廃棄物管理票（平成２８年度） 研究推進部研究支援課長
北キャンパ
ス地区施設
担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
北キャンパ
ス地区施設

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
競争的資金に関す
るもの

科学技術振興調整費　北大Ｒ＆ＢＰ構想　会議関係
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
競争的資金に関す
るもの

科学技術振興調整費～北大Ｒ＆ＢＰ構想～中間評価対策
プロジェクト

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
競争的資金に関す
るもの

平成１７年度科学技術振興調整費北大Ｒ＆ＢＰ構想（業務
計画・変更等）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
競争的資金に関す
るもの

平成１８年度科学技術振興調整費北大Ｒ＆ＢＰ構想（業務
計画・変更等）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
競争的資金に関す
るもの

平成１８年度額の確定調査関係
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
競争的資金に関す
るもの

平成１９年度科学技術振興調整費北大Ｒ＆ＢＰ構想（業務
計画・変更等）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 人事関係文書
客員教員の称号付
与に関するもの

客員教員（招へい教員）　平成１７～２１年度
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2009年度 2010/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
客員教員の称号付
与に関するもの

客員教員（招へい教員）　平成２２年度
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2010年度 2011/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
客員教員の称号付
与に関するもの

客員教員（招へい教員）　平成２３年度
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2011年度 2012/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
客員教員の称号付
与に関するもの

客員教員（招へい教員）　平成２４年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
客員教員の称号付
与に関するもの

客員教員（招へい教員）　平成２５年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
客員教員の称号付
与に関するもの

客員教員（招へい教員）　平成２６年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
客員教員の称号付
与に関するもの

客員教員（招へい教員）　平成２７年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
兼業・兼職に関する
もの

兼業（創成）　平成２４年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 人事関係文書
兼業・兼職に関する
もの

兼業（創成）　平成２５年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
兼業・兼職に関する
もの

兼業（創成）　平成２６年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
兼業・兼職に関する
もの

兼業（創成）　平成２７年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
兼業・兼職に関する
もの

兼業（創成）　平成２８年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

科学技術振興調整費　戦略スタッフ室・技術部・東京オフィ
ス　人事関係綴　平成１６～１９年度

北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

科学技術振興調整費　戦略重点プロジェクト人事関係綴
（移植医療・人獣）　平成１６～１９年度

北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

科学技術振興調整費　戦略重点プロジェクト人事関係綴
（食の安全・環境科学）　平成１６～１９年度

北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

科学技術振興調整費協定締結関係綴
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

次世代ポストゲノム研究部門　人事関係綴　平成１６～１７
年度

北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

転任（出向）関係　平成１６～２１年度
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成１６年度　人事関係綴（先端研）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成１６年度　人事関係綴（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2004年度 2005/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成１７年度　人事関係綴（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成１８年度　人事関係綴（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成１９年度　人事関係綴（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２０年度　人事関係綴（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２０年度　非正規職員（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２１年度　人事関係綴（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２１年度　非正規職員（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２２年度　人事関係綴（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２２年度　非正規職員（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２３年度　人事関係綴（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２３年度　非正規職員（創成）
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２４年度　人事関係綴（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２４年度　非正規職員（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２５年度　人事関係綴（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄
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研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２５年度　非正規職員（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２６年度　人事関係綴（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２６年度　非正規職員（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２７年度　人事関係綴（創成） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２７年度　非正規職員（創成） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２８年度　人事関係綴（創成） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員（契約職員等）
の履歴に関するも
の

平成２８年度　非正規職員（創成） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

休暇簿（平成２４年）創成
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２５年度　創成研究機構　休暇簿
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２６年度　創成研究機構　休暇簿
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２７年度　創成研究機構　休暇簿 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２８年度　創成研究機構　休暇簿 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

勤務評定関係　平成２４年度（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

勤務評定関係　平成２５年度（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

勤務評定関係　平成２６年度（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

勤務評定関係　平成２７年度（創成） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

勤務評定関係　平成２８年度（創成） 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　ＵＲＡステーション
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　ナノテクノロジー連携研究推進
室

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　リーダー育成ステーション
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　寄附研究部門（JAPEX)
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　共用機器管理センター
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　研究支援室
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　産業利用拡大支援室
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　スピンイメージング支援室
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　特定研究部門
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　未来創薬・医療イノベーション推
進室

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

出勤簿（平成２４年）創成　研究部（自然免疫ナノ領域）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２５年度　出勤簿　創成研究機構　研究部
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２５年度　出勤簿　創成研究機構　研究支援室・ＵＲＡ
ステーション

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２５年度　出勤簿　創成研究機構　イノベーション推進
室・ナノテクノロジー連携推進室

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２５年度　出勤簿　創成研究機構　リーダー育成ステー
ション

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２６年度　出勤簿　創成研究機構　研究部
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２６年度　出勤簿　創成研究機構　研究支援室・URAス
テーション

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２６年度　出勤簿　創成研究機構　未来創薬・医療イノ
ベーション推進室・ナノテクノロジー連携研究推進室・共用
機器管理センター共用機器部門

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２６年度　出勤簿　創成研究機構　研究人材育成推進
室（Lステーション）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２７年度　出勤簿　創成研究機構　研究部 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２７年度　出勤簿　創成研究機構　研究支援室・URAス
テーション

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２７年度　出勤簿　創成研究機構　未来創薬・医療イノ
ベーション推進室・ナノテクノロジー連携研究推進室・共用
機器管理センター共用機器部門

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２７年度　出勤簿　創成研究機構　研究人材育成推進
室（Lステーション）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２８年度　出勤簿　創成研究機構　研究部 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２８年度　出勤簿　創成研究機構　研究支援室・URAス
テーション

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２８年度　出勤簿　創成研究機構　ナノテクノロジー連
携研究推進室・グローバルファシリティセンター

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２８年度　出勤簿　創成研究機構　研究人材育成推進
室（Lステーション）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２４年度　振替代休通知簿・休日給・欠勤届　創成研究
機構

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２５年度　振替代休通知簿・休日給・欠勤届　創成研究
機構

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２６年度　振替代休通知簿・休日給・欠勤届　創成研究
機構

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２７年度　振替代休通知簿・休日給・欠勤届　創成研究
機構・大学力強化推進本部

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２８年度　振替代休通知簿・休日給・欠勤届　創成研究
機構・大学力強化推進本部

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２４年度　勤務時間報告書
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２５年度　勤務時間報告書
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２６年度　勤務時間報告書
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２７年度　勤務時間報告書 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２８年度　勤務時間報告書 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２４年度　時間外労働管理簿
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２５年度　時間外労働管理簿
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２６年度　時間外労働管理簿
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２７年度　時間外労働管理簿 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の勤務の状況
が記録されたもの

平成２８年度　時間外労働管理簿 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２４年度　依頼出張（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２４年度　旅行命令申請書（研究支援室等）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２４年度　旅行命令申請書（産業利用拡大支援室）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２４年度　旅行命令申請書（創成　Lステーション）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２４年度　旅行命令申請書（創成　ＵＲＡステーション）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２４年度　旅行命令申請書（創成　ナノテクノロジー連
携研究推進室）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２４年度　創成　旅行命令簿（研究部等）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２４年度　創成　旅行命令簿　事務部
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２５年度　旅行命令簿　外部資金戦略課
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２５年度　創成　旅行命令簿（研究部等）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２５年度　創成　旅行命令簿（特定研究部門）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２５年度　創成　旅行命令簿（研究支援室・共用機器部
門）

研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２５年度　創成　旅行命令簿（未来創薬・イノベ推進室）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２５年度　創成　旅行命令簿（ＵＲＡステーション）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２５年度　創成　旅行命令簿（Lステーション）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２６年度　旅行命令簿　外部資金戦略課
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２６年度　旅行命令簿　創成研究機構
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２６年度　旅行命令簿　大学力強化推進本部
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２７年度　旅行命令簿　研究支援課 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２７年度　旅行命令簿　創成研究機構 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２７年度　旅行命令簿　大学力強化推進本部 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２８年度　旅行命令簿　研究支援課 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２８年度　旅行命令簿　創成研究機構 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２８年度　旅行命令簿　大学力強化推進本部 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２４年度　依頼出張・研修・兼業出張
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２５年度　依頼出張・研修・兼業出張　創成研究機構
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２６年度　依頼出張・研修・兼業出張　創成研究機構
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２７年度　依頼出張・研修・兼業出張　創成研究機構 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２８年度　依頼出張・研修・兼業出張　創成研究機構 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２５年度　出張・旅費関係
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２６年度　出張・旅費関係
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２７年度　出張・旅費関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の出張に関す
るもの

平成２８年度　出張・旅費関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
口座振込に関する
もの

平成２７年度旅費・謝金等の口座振込申出・変更申出書
（兼債主登録データシート）（外部者）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
口座振込に関する
もの

平成２８年度旅費・謝金等の口座振込申出・変更申出書
（兼債主登録データシート）（外部者）

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の任用に関す
るもの

身上調書　平成２４年度（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の任用に関す
るもの

身上調書　平成２５年度（創成）
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の任用に関す
るもの

平成２４年度　公募・選考
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の任用に関す
るもの

平成２５年度　公募・選考
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の任用に関す
るもの

平成２６年度　公募・選考
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の任用に関す
るもの

平成２７年度　公募・選考 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
職員の任用に関す
るもの

平成２８年度　公募・選考 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

平成２４年度　支給ファイルプルーフリスト
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

平成２５年度　支給ファイルプルーフリスト
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

平成２６年度　支給ファイルプルーフリスト
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

平成２７年度　支給ファイルプルーフリスト 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

平成２８年度　支給ファイルプルーフリスト 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

諸手当（創成）　平成１６～２１年度
北キャンパス合同事務部
事務長

庶務係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

諸手当（創成）　平成２２年度
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

諸手当（創成）　平成２３年度
北キャンパス合同事務部
事務長

人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

諸手当（創成）　平成２４年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

諸手当（創成）　平成２５年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

諸手当（創成）　平成２６年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

諸手当　平成２７年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
役職員の給与に関
するもの

諸手当　平成２８年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
証明書の発行に関
するもの

各種証明書発行願　平成２７年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
健康管理に関する
もの

平成２５年度　健康管理関係
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
健康管理に関する
もの

平成２６年度　健康管理関係
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
健康管理に関する
もの

平成２７年度　健康管理関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書
健康管理に関する
もの

平成２８年度　健康管理関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書 研修に関するもの 研修関係　平成２６年度
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書 研修に関するもの 研修関係　平成２７年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 人事関係文書 研修に関するもの 研修関係　平成２８年度 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 国際交流関係文書
国際交流事業等に
関するもの

平成２５年度　国際交流関係
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 国際交流関係文書
国際交流事業等に
関するもの

平成２６年度　国際交流関係
研究推進部外部資金戦略
課長

創成研究機
構担当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 国際交流関係文書
国際交流事業等に
関するもの

平成２７年度　国際交流関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 国際交流関係文書
国際交流事業等に
関するもの

平成２８年度　国際交流関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２４年度　個人線量報告書・法定管理台帳実効線量及
び等価線量算定記録

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2012年度 2013/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２５年度　個人線量報告書・法定管理台帳実効線量及
び等価線量算定記録

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２６年度　個人線量報告書・法定管理台帳実効線量及
び等価線量算定記録

研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２７年度　個人線量報告書・法定管理台帳実効線量及
び等価線量算定記録

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２８年度　個人線量報告書・法定管理台帳実効線量及
び等価線量算定記録

研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

放射線障害予防規定　ＲＩ実験施設等申請・許可証関係
北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力係 2004年度 2005/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２４年度　ＲＩ関係
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2012年度 2013/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２５年度　ＲＩ関係
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２６年度　ＲＩ関係
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２７年度　ＲＩ関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
放射性同位元素等
管理に関するもの

平成２８年度　ＲＩ関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
成果有体物に関す
るもの

平成２６年度　成果有体物・MTA関係
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
成果有体物に関す
るもの

平成２７年度　成果有体物・MTA関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
成果有体物に関す
るもの

平成２８年度　成果有体物・MTA関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２４年度　各種研究助成金公募通知
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２５年度　各種研究助成金公募通知
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２６年度　各種研究助成金公募通知
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２７年度　各種研究助成金公募通知 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２８年度　各種研究助成金公募通知 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２４年度　各賞受賞候補者推薦通知
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2012年度 2013/4/1 賞を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２５年度　各賞受賞候補者推薦通知
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 賞を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２６年度　各賞受賞候補者推薦通知
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 賞を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２７年度　各賞受賞候補者推薦通知 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 賞を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２８年度　各賞受賞候補者推薦通知 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 賞を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２４年度　各種研究助成金応募関係
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２５年度　各種研究助成金応募関係
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２６年度　各種研究助成金応募関係
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２７年度　各種研究助成金応募関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
研究助成金に関す
るもの

平成２８年度　各種研究助成金応募関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
日本学術振興会特
別研究員に関する
もの

平成２６年度　日本学術振興会特別研究員
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄
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研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
日本学術振興会特
別研究員に関する
もの

平成２７年度　日本学術振興会特別研究員 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究助成関係文書
日本学術振興会特
別研究員に関する
もの

平成２８年度　日本学術振興会特別研究員 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
寄付講座・寄附研
究部門に関するも
の

平成２１年度創成科学共同研究機構　寄附研究部門
（JAPEX）

北キャンパス合同事務部
事務長

研究協力担
当

2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

副総括文書管理者が判断

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
研究者のアウトリー
チ活動に関すること

平成２４年度　国民との科学・技術対話
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
研究者のアウトリー
チ活動に関すること

平成２５年度　国民との科学・技術対話
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
研究者のアウトリー
チ活動に関すること

平成２６年度　国民との科学・技術対話
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
研究者のアウトリー
チ活動に関すること

平成２７年度　国民との科学・技術対話 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
研究者のアウトリー
チ活動に関すること

平成２８年度　国民との科学・技術対話 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
産学官連携活動に
関するもの

平成２５年度　利益相反関係
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
産学官連携活動に
関するもの

平成２６年度　利益相反関係
研究推進部外部資金戦略
課長

研究支援担
当

2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
産学官連携活動に
関するもの

平成２７年度　利益相反関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

研究推進部研究支援課 研究協力関係文書
産学官連携活動に
関するもの

平成２８年度　利益相反関係 研究推進部研究支援課長
創成研究機
構担当

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
研究推進部
研究支援課
長

研究推進部
研究支援課
創成研究機

廃棄

創成研究機構
共用機器管理セン
ター

委託分析部門 平成２４年度　委託分析申込書 創成研究機構長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙
委託分析部
門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
共用機器管理セン
ター

委託分析部門 平成２４年度　委託分析測定状況記録 創成研究機構長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
共用機器管理セン
ター

委託分析部門 平成２４年度　利用者登録用紙 創成研究機構長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙
委託分析部
門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
共用機器管理セン
ター

委託分析部門 平成２５年度　委託分析申込書 創成研究機構長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙
委託分析部
門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
共用機器管理セン
ター

委託分析部門 平成２５年度　委託分析測定状況記録 創成研究機構長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
共用機器管理セン
ター

委託分析部門 平成２５年度　利用登録関係 創成研究機構長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙
委託分析部
門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
共用機器管理セン
ター

委託分析部門 平成２６年度　委託分析申込書 創成研究機構長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
委託分析部
門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
共用機器管理セン
ター

委託分析部門 平成２６年度　委託分析測定状況記録 創成研究機構長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
共用機器管理セン
ター

委託分析部門 平成２６年度　利用登録関係 創成研究機構長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙
委託分析部
門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
グローバルファシリ
ティセンター

機器分析受託部門 平成２７年度　受託分析申込書 創成研究機構長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
機器分析受
託部門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
グローバルファシリ
ティセンター

機器分析受託部門 平成２７年度　受託分析測定状況記録 創成研究機構長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
グローバルファシリ
ティセンター

機器分析受託部門 平成２７年度　利用登録関係 創成研究機構長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙
機器分析受
託部門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
グローバルファシリ
ティセンター

機器分析受託部門 平成２８年度　受託分析申込書 創成研究機構長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
機器分析受
託部門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
グローバルファシリ
ティセンター

機器分析受託部門 平成２８年度　受託分析測定状況記録 創成研究機構長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
グローバルファシリ
ティセンター

機器分析受託部門 平成２８年度　利用登録関係 創成研究機構長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
機器分析受
託部門

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
グローバルファシリ
ティセンター

オープンファシリ
ティ部門

平成２８年度　オープンファシリティ登録機器予約記録 創成研究機構長 責任者 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
グローバルファシリ
ティセンター

オープンファシリ
ティ部門

平成２８年度　オープンファシリティ登録機器利用記録（創
成）

創成研究機構長 責任者 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構 研究支援部 研究支援部 北大R&BPパンフレット関係 創成研究機構長 教員 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援部 研究支援部 平成２０年度　流動研究部門評価会関係 創成研究機構長 教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援部 研究支援部 北大R&BP事後評価報告書関係 創成研究機構長 教員 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援部 研究支援部 平成２０年度　戦略重点プロジェクト評価会関係 創成研究機構長 教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２１年度　戦略重点プロジェクト評価会関係 創成研究機構長 教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄
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創成研究機構 研究支援室 研究支援室 北大R&BPフォローアップ評価報告書関係 創成研究機構長 教員 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２２年度 流動　大栗先生 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２２年度 流動　古賀先生 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成研究機構 ９年間のあゆみ 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 北の創成力[改訂版] 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２３年度　特定研究部門公募関係書類 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２４年度　特定研究部門公募関係書類 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２３年度～　研究評価関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２３年度～　特定研究部門評価関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２６年度～　参加イベント 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２７年度～　参加イベント 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２８年度～　参加イベント 創成研究機構長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成研究機構パンフレット関係 創成研究機構長 教員 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成構成組織パンフレット 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成研究機構パンフレット関係 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２２年度　研究支援室関係 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２３年度　研究支援室関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２４年度　研究支援室関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２５年度　研究支援室関係 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２６年度　研究支援室関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２７年度　研究支援室関係 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２８年度　研究支援室関係 創成研究機構長 教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２４年度　支援室ミーティング関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２５年度　支援室ミーティング関係 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２６年度　支援室ミーティング関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２７年度　支援室ミーティング関係 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 平成２８年度　支援室ミーティング関係 創成研究機構長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成ニューズレター vol.６ 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成ニューズレター vol.７ 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成ニューズレター vol.８ 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成ニューズレター vol.９ 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成ニューズレター vol.１０ 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成ニューズレター vol.１１ 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 創成ニューズレター vol.１２ 創成研究機構長 教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 国民との科学・技術対話事業　ACADEMIC　FANTASISTA 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室
国民との科学・技術対話事業　ACADEMIC　FANTASISTA
Vol.２

創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室
国民との科学・技術対話事業　ACADEMIC　FANTASISTA
Vol.３

創成研究機構長 教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 Reach アウトリーチイベントのつくりかたハンドブック 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構 研究支援室 研究支援室 理の社会実装を目指して 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 副総括文書管理者が判断

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

産業利用拡大支援
室

平成２０年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2008年度 2009/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 電子
共有サー
バー内

創成研究機
構長

教員 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

産業利用拡大支援
室

平成２１年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 電子
共有サー
バー内

創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

産業利用拡大支援
室

平成２２年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 電子
共有サー
バー内

創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

産業利用拡大支援
室

平成２３年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 電子
共有サー
バー内

創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

産業利用拡大支援
室

平成２４年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 電子
共有サー
バー内

創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

産業利用拡大支援
室

平成２５年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 電子
共有サー
バー内

創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

産業利用拡大支援
室

平成２６年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 電子
共有サー
バー内

創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

産業利用拡大支援
室

平成２７年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 電子
共有サー
バー内

創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

イメージングプラッ
トフォーム支援室

平成２８年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 電子
共有サー
バー内

創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

スピンイメージング
支援室

平成２２年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

スピンイメージング
支援室

平成２３年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点研究プロ
ジェクト研究部門

スピンイメージング
支援室

平成２４年度　利用課題選定関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２１年度　ハブ運営委員会関係 創成研究機構長 教員 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２２年度　ハブ運営委員会関係 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２３年度　ハブ運営委員会関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２４年度　ハブ運営委員会関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２５年度　ハブ運営委員会関係 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２６年度　ハブ運営委員会関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２７年度　ハブ運営委員会関係 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２１年度　諮問委員会関係 創成研究機構長 教員 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２２年度　諮問委員会関係 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２３年度　諮問委員会関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２４年度　諮問委員会関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２５年度　諮問委員会関係 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２６年度　諮問委員会関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２７年度　諮問委員会関係 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２１年度　ヘッドクォータ会議関係 創成研究機構長 教員 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２２年度　ヘッドクォータ会議関係 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２３年度　ヘッドクォータ会議関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２４年度　ヘッドクォータ会議関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２５年度　ヘッドクォータ会議関係 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２６年度　ヘッドクォータ会議関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２７年度　ヘッドクォータ会議関係 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２１年度　研究推進委員会関係 創成研究機構長 教員 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２２年度　研究推進委員会関係 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２３年度　研究推進委員会関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２４年度　研究推進委員会関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２５年度　研究推進委員会関係 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２６年度　研究推進委員会関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２７年度　研究推進委員会関係 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２２年度　研究評価委員会関係 創成研究機構長 教員 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２３年度　研究評価委員会関係 創成研究機構長 教員 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２５年度　研究評価委員会関係 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２６年度　研究評価委員会関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２７年度　研究評価委員会関係 創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

未来創薬・医療イノ
ベーション推進室

平成２４年度　中間評価関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
ナノテクノロジー連
携研究推進室

ナノテクノロジー連
携研究推進室

平成２４年度　北大ナノテクプラットフォーム　運営委員会関
係

創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
ナノテクノロジー連
携研究推進室

ナノテクノロジー連
携研究推進室

平成２５年度　北大ナノテクプラットフォーム　運営委員会関
係

創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
ナノテクノロジー連
携研究推進室

ナノテクノロジー連
携研究推進室

平成２６年度　北大ナノテクプラットフォーム　運営委員会関
係

創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
ナノテクノロジー連
携研究推進室

ナノテクノロジー連
携研究推進室

平成２７年度　北大ナノテクプラットフォーム　運営委員会関
係

創成研究機構長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
ナノテクノロジー連
携研究推進室

ナノテクノロジー連
携研究推進室

平成２８年度　北大ナノテクプラットフォーム　運営委員会関
係

創成研究機構長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室
創成研究機
構長

教員 廃棄

創成研究機構
戦略重点プロジェク
ト研究部門

リーダー育成ス
テーション

平成２３年度テニュアトラック国際公募関係書類 創成研究機構長 責任者 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
戦略重点プロジェク
ト研究部門

リーダー育成ス
テーション

平成２４年度テニュアトラック国際公募関係書類 創成研究機構長 責任者 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２５年度テニュアトラック国際公募関係書類 創成研究機構長 責任者 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２６年度テニュアトラック国際公募関係書類 創成研究機構長 責任者 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２７年度テニュアトラック国際公募関係書類 創成研究機構長 責任者 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２８年度テニュアトラック国際公募関係書類 創成研究機構長 責任者 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 紙 教員室
創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
戦略重点プロジェク
ト研究部門

リーダー育成ス
テーション

平成２３年度テニュアトラック教員の評価・審査関係書類 創成研究機構長 責任者 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
戦略重点プロジェク
ト研究部門

リーダー育成ス
テーション

平成２４年度テニュアトラック教員の評価・審査関係書類 創成研究機構長 責任者 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２５年度テニュアトラック教員の評価・審査関係書類 創成研究機構長 責任者 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２６年度テニュアトラック教員の評価・審査関係書類 創成研究機構長 責任者 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２７年度テニュアトラック教員の評価・審査関係書類 創成研究機構長 責任者 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２８年度テニュアトラック教員の評価・審査関係書類 創成研究機構長 責任者 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
戦略重点プロジェク
ト研究部門

リーダー育成ス
テーション

平成２３年度テニュアトラック教員人事選考結果報告書（写
し）

創成研究機構長 責任者 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
戦略重点プロジェク
ト研究部門

リーダー育成ス
テーション

平成２４年度テニュアトラック教員人事選考結果報告書（写
し）

創成研究機構長 責任者 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２５年度テニュアトラック教員人事選考結果報告書（写
し）

創成研究機構長 責任者 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２６年度テニュアトラック教員人事選考結果報告書（写
し）

創成研究機構長 責任者 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２７年度テニュアトラック教員人事選考結果報告書（写
し）

創成研究機構長 責任者 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

創成研究機構
研究人材育成推進
室

研究人材育成推進
室

平成２８年度テニュアトラック教員人事選考結果報告書（写
し）

創成研究機構長 責任者 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 電子
専用サー
バー

創成研究機
構長

責任者 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２４年度　セミナー・シンポジウム関係 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２４年度　研究者調査報告書 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２４年度　ＵＲＡ業務に係る調査報告書 創成研究機構長 教員 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２５年度　セミナー・シンポジウム関係 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２５年度　ＵＲＡ業務に係る調査報告書 創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション
平成２５年度　大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業（イ
ノベーション対話促進プログラム）関係

創成研究機構長 教員 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 電子（HDD） 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２６年度　セミナー・シンポジウム関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２６年度　セミナー・シンポジウム関係 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 電子（HDD） 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２６年度　ＵＲＡ業務に係る調査報告書 創成研究機構長 教員 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 電子（HDD） 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２７年度　セミナー・シンポジウム関係 大学力強化推進本部長 URA 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２７年度　セミナー・シンポジウム関係 大学力強化推進本部長 URA 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 電子（HDD） 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２７年度　ＵＲＡ業務に係る調査報告書 大学力強化推進本部長 URA 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 電子（HDD） 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄
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大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２８年度　セミナー・シンポジウム関係 大学力強化推進本部長 URA 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２８年度　セミナー・シンポジウム関係 大学力強化推進本部長 URA 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 電子（HDD） 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

大学力強化
推進本部

ＵＲＡステーション ＵＲＡステーション 平成２８年度　ＵＲＡ業務に係る調査報告書 大学力強化推進本部長 URA 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 電子（HDD） 事務室
大学力強化
推進本部長

URA 廃棄

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 アカデミックコンソーシアム会議（平成１１年度） 総務部研究協力課長 専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 アカデミックコンソーシアム会議（平成１２年度） 総務部研究協力課長 専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 アカデミックコンソーシアム会議（平成１３年度） 総務部研究協力課長 専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 アカデミックコンソーシアム会議（平成１４年度） 総務部研究協力課長 専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 学術研究助成 委員会 知的財産本部設置準備ワーキンググループ 総務部研究協力課長 専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 データベース等著作権専門委員会（平成１２年度） 経理部管財課長 専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 データベース等著作権専門委員会（平成１３年度） 経理部管財課長 専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 データベース等著作権専門委員会（平成１４年度） 経理部管財課長 専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 データベース等著作権専門委員会（平成１５年度） 経理部管財課長 専門員 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 リエゾン・オフィス設置準備室会議（平成１１年度） 総務部研究協力課長 専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 リエゾン・オフィス設置準備室会議（平成１２年度） 総務部研究協力課長 専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 リエゾン・オフィス設置準備室会議（平成１３年度） 総務部研究協力課長 専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 委員会 リエゾン・オフィス設置準備室会議（平成１４年度） 総務部研究協力課長 専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 技術移転事業 設立後の北海道ＴＬＯ（株）（平成１１年度） 総務部研究協力課長 専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 技術移転事業 設立後の北海道ＴＬＯ（株）（平成１２年度） 総務部研究協力課長 専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 技術移転事業 設立後の北海道ＴＬＯ（株）（平成１３年度） 総務部研究協力課長 専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 技術移転事業 設立後の北海道ＴＬＯ（株）（平成１４年度） 総務部研究協力課長 専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 技術移転事業 北海道ＴＬＯ（株）の設立（平成１１年度） 総務部研究協力課長 専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 データベース等 データベース等著作権関係（平成１２年度） 経理部管財課長 専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 データベース等 データベース等著作権関係（平成１３年度） 経理部管財課長 専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 データベース等 データベース等著作権関係（平成１４年度） 経理部管財課長 専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 データベース等 データベース等著作権関係（平成１５年度） 経理部管財課長 専門員 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（昭和５５年度） 経理部管財課長 専門員 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（昭和５６年度） 経理部管財課長 専門員 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（昭和５７年度） 経理部管財課長 専門員 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（昭和５８年度） 経理部管財課長 専門員 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（昭和５９年度） 経理部管財課長 専門員 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（昭和６０年度） 経理部管財課長 専門員 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（昭和６１年度） 経理部管財課長 専門員 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（昭和６２年度） 経理部管財課長 専門員 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（昭和６３年度） 経理部管財課長 専門員 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１年度） 経理部管財課長 専門員 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成２年度） 経理部管財課長 専門員 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成３年度） 経理部管財課長 専門員 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成４年度） 経理部管財課長 専門員 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成５年度） 経理部管財課長 専門員 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成６年度） 経理部管財課長 専門員 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成７年度） 経理部管財課長 専門員 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成８年度） 経理部管財課長 専門員 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成９年度） 経理部管財課長 専門員 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１０年度） 経理部管財課長 専門員 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１１年度） 経理部管財課長 専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１２年度） 経理部管財課長 専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１３年度） 経理部管財課長 専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１４年度） 経理部管財課長 専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１５年度） 経理部管財課長 専門員 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明専門委員会（平成１０年度） 経理部管財課長 専門員 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明専門委員会（平成１１年度） 経理部管財課長 専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明専門委員会（平成１２年度） 経理部管財課長 専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明専門委員会（平成１３年度） 経理部管財課長 専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明専門委員会（平成１４年度） 経理部管財課長 専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 産学官連携 発明・特許 発明専門委員会（平成１５年度） 経理部管財課長 専門員 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断

研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 私学研修員等（平成２４年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長
研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄

研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 私学研修員等（平成２６年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 私学研修員等（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 私学研修員等（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成２３年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成２４年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成２５年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成２６年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 学術研究助成 研究者養成 内地研究員（平成２４年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成１２年度） 総務部研究協力課長 専門職員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成１３年度） 総務部研究協力課長 専門職員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成１４年度） 総務部研究協力課長 専門職員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成１５年度） 総務部研究協力課長 専門職員 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成１６年度） 学術国際部研究協力課長 産学連携係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成１７年度） 学術国際部研究協力課長 産学連携係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成１８年度） 学術国際部研究協力課長 産学連携係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成１９年度） 学術国際部研究協力課長 産学連携担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成２０年度） 学術国際部研究協力課長 産学連携担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成２１年度） 学術国際部産学連携・研究推進課長 産学連携担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成２２年度） 学術国際部産学連携・研究推進課長 産学連携担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成２３年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成２４年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成２５年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成２６年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 寄附講座等（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 地域イノベーション戦略支援プログラム（平成２４年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2012年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 地域イノベーション戦略支援プログラム（平成２５年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2013年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 地域イノベーション戦略支援プログラム（平成２６年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2014年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 地域イノベーション戦略支援プログラム（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 地域イノベーション戦略支援プログラム（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成１８年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成１９年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成２０年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成２１年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成２２年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成２３年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成２４年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成２５年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成２６年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 産学連携等実施状況調査（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官共同利用研究施設 北海道産学官協働センター（平成９年度） 総務部研究協力課長 専門員 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官共同利用研究施設 北海道産学官協働センター（平成１０年度） 総務部研究協力課長 専門員 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官共同利用研究施設 北海道産学官協働センター（平成１１年度） 総務部研究協力課長 専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官共同利用研究施設 北海道産学官協働センター（平成１２年度） 総務部研究協力課長 専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官共同利用研究施設 北海道産学官協働センター（平成１３年度） 総務部研究協力課長 専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官共同利用研究施設 北海道産学官協働センター（平成１４年度） 総務部研究協力課長 専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官共同利用研究施設 北海道産学官協働センター（平成１５年度） 総務部研究協力課長 専門員 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官共同利用研究施設 北海道産学官協働センター（平成１６年度） 学術国際部研究協力課長 専門員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 北大Ｒ＆ＢＰ協議会（平成２４年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 北大Ｒ＆ＢＰ協議会（平成２５年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 北大Ｒ＆ＢＰ協議会（平成２６年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 北大Ｒ＆ＢＰ協議会（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 北大Ｒ＆ＢＰ協議会（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 連携協定関係（平成２４年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 連携協定関係（平成２５年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長

研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 連携協定関係（平成２６年度） 研究推進部産学連携課長 産学連携担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 連携協定関係（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 産学官連携 連携協定関係（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理(平成２２年度) 学術国際部研究協力課長 研究安全担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理(平成２３年度) 研究推進部研究企画・推進課長 安全保障輸出管理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理(平成２４年度) 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理(平成２５年度) 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理(平成２６年度) 研究推進部産学連携課長 安全保障輸出管理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理(平成２７年度) 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理(平成２８年度) 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理　安全保障輸出管理委員会（平成２２年度） 研究推進部研究企画・推進課長 安全保障輸出管理担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理　安全保障輸出管理委員会（平成２３年度） 研究推進部研究企画・推進課長 安全保障輸出管理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理　安全保障輸出管理委員会（平成２４年度） 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理　安全保障輸出管理委員会（平成２５年度） 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理　安全保障輸出管理委員会（平成２６年度） 研究推進部産学連携課長 安全保障輸出管理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理　安全保障輸出管理委員会（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理　安全保障輸出管理委員会（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント(平成２４年度) 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント(平成２５年度) 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント(平成２６年度) 研究推進部産学連携課長 安全保障輸出管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント(平成２７年度) 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント(平成２８年度) 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント　利益相反審査会(平成２３年度) 研究推進部研究企画・推進課長 安全保障輸出管理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント　利益相反審査会(平成２４年度) 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント　利益相反審査会(平成２５年度) 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント　利益相反審査会(平成２６年度) 研究推進部産学連携課長 安全保障輸出管理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント　利益相反審査会(平成２７年度) 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反マネジメント　利益相反審査会(平成２８年度) 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 厚生労働科学研究に関する利益相反マネジメント(平成２４年度) 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 厚生労働科学研究に関する利益相反マネジメント(平成２５年度) 研究推進部産学連携課長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 厚生労働科学研究に関する利益相反マネジメント(平成２６年度) 研究推進部産学連携課長 安全保障輸出管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 厚生労働科学研究に関する利益相反マネジメント(平成２７年度) 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 人事関係文書 利益相反に関するもの 厚生労働科学研究に関する利益相反マネジメント(平成２８年度) 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 廃棄
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 産業創出講座等（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 産学官連携 外部資金 産業創出講座等（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課利益相反・安全保障輸出管理担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの 革新的イノベーション創出プログラム（平成２５年度） 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2013年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの 革新的イノベーション創出プログラム（平成２６年度）分冊1～3 研究推進部外部資金戦略課長 戦略企画担当 2014年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの 革新的イノベーション創出プログラム（平成２７年度）分冊1～3 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの 革新的イノベーション創出プログラム（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2016年度 未定 事業終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究助成関係文書 国及び独立行政法人等の補助・委託事業に関するもの 大学等シーズ・ニーズ創出強化支援事業（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債権計上票（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債権計上票（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２６年度） 研究推進部産学連携課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 取引に関する書類 予算振替伝票・予算執行振替伝票（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 取引に関する書類 予算振替伝票・予算執行振替伝票（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 固定資産（不動産等）の貸付・借入に関するもの ＦＭＩ国際拠点利用申請・利用許可（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 固定資産（不動産等）の貸付・借入に関するもの ＦＭＩ国際拠点利用申請・利用許可（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 共同研究に関するもの 産学連携研究員受入れ関係（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 共同研究に関するもの 産学連携研究員受入れ関係（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業に関するもの 科学研究費助成事業（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 研究助成関係文書 科学研究費助成事業に関するもの 科学研究費助成事業（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
研究推進部産産学官連携 外部資金 産業創出講座等（写し）（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 利益相反･安全保障輸出管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 研究推進部産研究推進部産副総括文書管理者が判断
研究推進部産学連携課 施設関係文書 官公庁への届出に関するもの 機械等設置届 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 未定 当該設備廃止後1年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 会計関係文書 契約に関するもの 賃貸借契約（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 2016/4/1 7年 未定 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2023年3月31日　賃貸借契約期間継続のため保存期間満了日は未定

研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 共同研究に関するもの 共同研究契約（平成２７年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
研究推進部産学連携課 研究協力関係文書 共同研究に関するもの 共同研究契約（平成２８年度） 研究推進部産学連携課長 産学・地域協働推進機構担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 研究推進部産学連携課長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成１６年度） 知的財産本部長 専門員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成１７年度） 知的財産本部長 専門員 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成１８年度） 知的財産本部長 専門員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成１９年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成２０年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成２５年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 審査会関係 知的財産審査会（平成２６年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 専門部会関係 知的財産専門部会（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 大学知的財産本部整備事業（平成１５年度） 知的財産本部長 専門員 2003年度 2004/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 大学知的財産本部整備事業（平成１６年度） 知的財産本部長 専門員 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 大学知的財産本部整備事業（平成１７年度） 知的財産本部長 専門員 2005年度 2006/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 大学知的財産本部整備事業（平成１８年度） 知的財産本部長 専門員 2006年度 2007/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 大学知的財産本部整備事業（平成１９年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2007年度 2008/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 産学官連携戦略展開事業（平成２０年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2008年度 2009/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 産学官連携戦略展開事業（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 産学官連携戦略展開事業（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 産学官連携戦略展開事業（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 産学官連携戦略展開事業（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 経済産業省補助金（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 経済産業省補助金（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 経済産業省補助金（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 管理運営 整備事業関係 経済産業省補助金（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.６ 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.７ 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.８ 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.９ 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.10 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.11 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.12 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.13 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.14 経理部管財課長 管財課専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.16 経理部管財課長 管財課専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.17 経理部管財課長 管財課専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.18 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.19 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.20 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
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産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.21 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.22 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.23 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.24 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.25 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）No.26 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.1 経理部管財課長 管財課専門員 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.13 経理部管財課長 管財課専門員 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.15 経理部管財課長 管財課専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.16 経理部管財課長 管財課専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.21 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.32 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.34 経理部管財課長 管財課専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.37 経理部管財課長 管財課専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.38 経理部管財課長 管財課専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.39 経理部管財課長 管財課専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.41 経理部管財課長 管財課専門員 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.43 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.44 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.45 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.46 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.47 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.48 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.49 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.50 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.51 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.52 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.54 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.59 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.60 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）No.62 経理部管財課長 管財課専門員 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）外国（平成16年度） 知的財産本部長 専門員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（外国特許）登録外国（平成16年度） 知的財産本部長 専門員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）JP（平成16年度） 知的財産本部長 専門員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）JP（平成17年度） 知的財産本部長 専門員 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）JP（平成18年度） 知的財産本部長 専門員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）JP（平成19年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）JP（平成20年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）登録JP（平成16年度） 知的財産本部長 専門員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（国内特許）登録JP（平成17年度） 知的財産本部長 専門員 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（電子化）（平成２１年度） 産学連携本部長 専門員 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（電子化）（平成２２年度） 産学連携本部長 専門員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（電子化）（平成２３年度） 産学連携本部長 専門員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（電子化）（平成２４年度） 産学連携本部長 専門員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（電子化）（平成２５年度） 産学連携本部長 専門員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（電子化）（平成２６年度） 産学連携本部長 専門員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願関係綴（電子化）（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願依頼状関係綴（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願依頼状関係綴（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願依頼状関係綴（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願依頼状関係綴（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願依頼状関係綴（平成２５年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願依頼状関係綴（平成２６年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願依頼状関係綴（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願その他関係綴（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願その他関係綴（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願その他関係綴（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願その他関係綴（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願その他関係綴（平成２５年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願その他関係綴（平成２６年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許出願関係 特許出願その他関係綴（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許実施関係 契約書（平成１２年度） 経理部管財課長 管財課専門員 2000年度 2001/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許実施関係 契約書（平成１７年度） 知的財産本部長 専門員 2005年度 2006/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成１８年度） 知的財産本部長 専門員 2006年度 2007/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成１９年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2007年度 2008/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成２０年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2008年度 2009/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成２５年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成２６年度）　 産学連携本部長 知的財産担当 2014年度 2015/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
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産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約書（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成１６年度） 知的財産本部長 専門員 2004年度 2005/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成１７年度） 知的財産本部長 専門員 2005年度 2006/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成１８年度） 知的財産本部長 専門員 2006年度 2007/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成１９年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2007年度 2008/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成２０年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2008年度 2009/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成２５年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成２６年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2014年度 2015/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 共同出願契約書（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約締結伺（商標使用権許諾契約） 財務部経理課長 経理課経理担当 2006年度 2007/4/1 解約後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 契約実施原議書（商標使用権許諾契約） 財務部経理課長 経理課経理担当 2007年度 2008/4/1 解約後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成１６年度） 知的財産本部長 専門員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成１７年度） 知的財産本部長 専門員 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成１８年度） 知的財産本部長 専門員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成１９年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成２０年度） 知財・産学連携本部長 課長補佐 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成２５年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成２６年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明届出関係綴（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明補償金関係綴（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明補償金関係綴（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明補償金関係綴（平成２５年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明補償金関係綴（平成２６年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 発明補償金関係綴（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（昭和５５年度） 経理部管財課長 管財課専門員 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（昭和６２年度） 経理部管財課長 管財課専門員 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 国有特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（平成１５年度） 知的財産本部長 専門員 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（平成１８年度） 知的財産本部長 専門員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（平成２５年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（平成２６年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 特許証関係綴（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 副総括文書管理者が判断
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 技術移転仲介関係 技術移転仲介契約関係綴（平成１９年度）　 知財・産学連携本部長 課長補佐 2007年度 2008/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 許諾商標使用料関係綴（平成２２年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2010年度 2011/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 許諾商標使用料関係綴（平成２３年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2011年度 2012/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 許諾商標使用料関係綴（平成２４年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2012年度 2013/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 許諾商標使用料関係綴（平成２５年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2013年度 2014/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 許諾商標使用料関係綴（平成２６年度） 総務部広報課長 広報課広報・渉外担当 2014年度 2015/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許実施関係 許諾商標使用料関係綴（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成１７年度） 知的財産本部長 知的財産担当 2005年度 2006/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成１８年度） 知的財産本部長 知的財産担当 2006年度 2007/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成１９年度） 知財・産学連携本部長 知的財産担当 2007年度 2008/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成２０年度） 知財・産学連携本部長 知的財産担当 2008年度 2009/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成２１年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2009年度 2010/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成２２年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2010年度 2011/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成２３年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2011年度 2012/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成２４年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2012年度 2013/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成２５年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2013年度 2014/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成２６年度） 産学連携本部長 知的財産担当 2014年度 2015/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
産学・地域協働推進機構産学推進本部 大学法人特許関係 特許登録関係 知的財産権実施料等関係綴（平成２７年度） 産学・地域協働推進機構長 知的財産担当 2015年度 2016/4/1 期間満了後5年 未定 紙 事務室 産学・地域協働推進機構長 研究推進部産学連携課産学・地域協働推進機構担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 タクシーチケットに関するもの タクシーチケット受払簿（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの配布物等 施設関係講習会等（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 謝金関係（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 謝金関係（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 謝金関係（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 謝金関係（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 謝金関係（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会に関するもの 各種委員会委員（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会に関するもの 各種委員会委員（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会に関するもの 各種委員会委員（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会に関するもの 各種委員会委員（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会に関するもの 各種委員会委員（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　キャンパス・マスタープラン９６見直し検討専門委員会議事録（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　キャンパス環境専門委員会議事録（平成１１年度～平成１２年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　キャンパス環境専門委員会議事録（平成１３年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　キャンパス環境専門委員会議事録（平成１４年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　キャンパス環境専門委員会議事録（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　構内交通専門委員会議事録（平成１１年度～平成１２年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　構内交通専門委員会議事録（平成１３年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　構内交通専門委員会議事録（平成１４年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　構内交通専門委員会議事録（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　施設計画専門委員会議事録（平成１１年度～平成１２年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　施設計画専門委員会議事録（平成１３年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　施設計画専門委員会議事録（平成１４年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　施設計画専門委員会議事録（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会　北１８条道路整備計画専門委員会議事録（平成１１年度～平成１２年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会議事録（平成１１年度～平成１２年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会議事録（平成１３年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会議事録（平成１４年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境委員会議事録（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　札幌団地キャンパスプランWG議事録（平成４年度～平成５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　札幌団地キャンパスプランWG議事録（平成５年度～平成７年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　資料館専門委員会議事録（昭和４４年度～昭和６１年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1969年度 1970/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　資料館専門委員会議事録（昭和６２年度～昭和６３年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　集中暖房計画専門委員会議事録（昭和４７年度～昭和６２年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　将来計画専門委員会議事録（昭和５０年度～昭和６０年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　将来計画専門委員会議事録（昭和６１年度～平成１０年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　北１８条道路問題専門委員会議事録（昭和５６年度～昭和６３年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　北１８条道路問題専門委員会議事録（昭和６３年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　北１８条道路問題専門委員会議事録（平成５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　北１８条道路問題専門委員会議事録（平成６年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　北１８条道路問題専門委員会議事録（平成７年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会　北１８条道路問題専門委員会議事録（平成元年度～平成５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会議事録（昭和５５年度～平成５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会議事録（平成５年度～平成８年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設計画委員会議事録（平成８年度～平成１０年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成１７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成１８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 施設・環境計画室会議議事録（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 歴史的建造物を適切に保存するための検討会議事録（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 歴史的建造物を適切に保存するための検討会議事録（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 児童手当・特例給付（平成４年度～平成１５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1992年度 未定 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 住居手当認定簿・住居届 施設部企画課長 企画課総務掛 1993年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届（平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届及び世帯等区分調書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 諸手当現況届及び世帯等区分調書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 単身赴任手当認定簿・単身赴任届 施設部施設企画課長 施設企画課総務担当 2015年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 通勤手当認定簿・通勤届 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 1975年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 役職員の給与に関するもの 扶養手当認定簿・扶養親族届 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 1980年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿（平成２６年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿（平成２７年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿（平成２８年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 欠勤届（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 欠勤届（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 欠勤届（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 欠勤届（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 欠勤届（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２３年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２４年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２５年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２６年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２７年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２８年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼申請書（平成24年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼申請書（平成25年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼申請書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼簿（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令・依頼簿（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休日の振替・代休通知簿（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休日の振替・代休通知簿（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休日の振替・代休通知簿（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成２４年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成２５年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成２６年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働管理簿（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働管理簿（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 身上調書（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 身上調書（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 身上調書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 身上調書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 身上調書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 人事関係（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 人事関係（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 人事関係（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 人事関係（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 人事関係（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成７年） 施設部企画課長 企画課総務掛 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成８年） 施設部企画課長 企画課総務掛 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成９年） 施設部企画課長 企画課総務掛 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１０年） 施設部企画課長 企画課総務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１１年） 施設部企画課長 企画課総務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１２年） 施設部企画課長 企画課総務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１３年） 施設部企画課長 企画課総務掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１４年） 施設部企画課長 企画課総務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１５年） 施設部企画課長 企画課総務掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１６年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１７年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１８年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成１９年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成２０年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成２１年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成２２年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成２３年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成２４年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成２５年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成２６年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成２７年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文書の収受，発送及び決裁の記録に関するもの 文書収受発送簿（平成２８年） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 電子 共有サーバー内 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 施設部関係規程改正（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 施設部関係規程改正（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 施設部関係規程改正（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 施設部関係規程改正（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 施設部関係規程改正（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 施設部関係規程改正（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 施設部関係規程改正（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 施設部関係規程改正（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年 2017/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 動物飼養に関するもの 動物飼養（収容）関係（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2003年度 未定 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 動物飼養に関するもの 動物飼養（収容）関係（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2006年度 未定 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 動物飼養に関するもの 動物飼養（収容）関係（平成１７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画係 2006年度 未定 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 動物飼養に関するもの 動物飼養（収容）関係（平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2007年度 未定 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課総務担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 基準特例申請書類(昭和６１年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 基準特例申請書類(昭和６２年度～平成６年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 基準特例申請書類(平成１１年度～平成１２年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 非木造危険建物協議資料（昭和６１年度～昭和６２年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 非木造危険建物協議資料（平成４年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 非木造危険建物協議資料（平成５年度，平成７年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 非木造危険建物協議資料（平成元年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 国立学校施設実態調査報告書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 国立学校施設実態調査報告書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 国立学校施設実態調査報告書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 設計図面（明治４１年度～） 施設部企画課長 企画課企画掛 1908年度 1909/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図面庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 完成建物等概要図書(昭和５９年度～平成８年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 完成建物等概要図書(平成１３年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 完成建物等概要図書(平成１４年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 完成建物等概要図書(平成１５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物の構造・面積に関するもの 完成建物等概要図書(平成９年度～平成１２年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 北海道大学建物写真台帳（昭和５４年～） 施設部企画課長 企画課企画掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 写真 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５０年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５１年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５２年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５３年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５４年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５５年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５６年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５７年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５８年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和５９年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
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施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和６０年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和６１年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和６２年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(昭和６３年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１０年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1998年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１１年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１２年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１３年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１４年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成３年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成４年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成５年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成６年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成７年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成８年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成９年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成元年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１５年度） 施設部企画課長 企画課企画掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 建物設計図等 施設実態調査(平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 吹き付けアスベスト等使用実態調査(平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設調査担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 吹き付けアスベスト等使用実態調査(平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 吹き付けアスベスト等使用実態調査(平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設企画担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 契約保証金に関するもの 契約保証担保保管依頼書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 契約保証金に関するもの 契約保証担保保管依頼書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 契約保証金に関するもの 契約保証担保保管依頼書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 固定資産（不動産等）の取得に関するもの 工事契約台帳（昭和５６年度～昭和６３年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 固定資産（不動産等）の取得に関するもの 工事契約台帳（平成元年度～平成３年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 固定資産（不動産等）の取得に関するもの 工事契約台帳（平成４年度～平成11年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 固定資産（不動産等）の取得に関するもの 工事契約台帳（平成１２年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 固定資産（不動産等）の取得に関するもの 工事契約台帳（平成１３年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 固定資産（不動産等）の取得に関するもの 工事契約台帳（平成１４年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 固定資産（不動産等）の取得に関するもの 工事契約台帳（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 工事関係（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 工事関係（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 工事関係（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 工事関係（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 工事関係（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 工事関係（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 工事関係（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 役務関係（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 役務関係（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 役務関係（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 役務関係（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 役務関係（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 役務関係（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 役務関係（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 書類保管庫 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事及び役務に関するもの 工事契約関係公文書綴（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 仮設電力等の使用承認に関するもの 仮設電力等使用承認（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 仮設電力等の使用承認に関するもの 仮設電力等使用承認（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 部分使用及び一時使用に関するもの 工事目的物部分使用関係（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 部分使用及び一時使用に関するもの 工事目的物部分使用関係（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 部分使用及び一時使用に関するもの 工事目的物部分使用関係（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 導入可能性調査報告書（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2003年度 2004/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 基本計画書（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2003年度 2004/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 耐震診断・現況調査（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2003年度 2004/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 現況調査報告書（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2003年度 2004/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 実施方針書（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 提案審査委員会（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2003年度 2004/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 提案審査委員会（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 公文書（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課工事契約掛 2003年度 2004/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 公文書（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 要求水準書（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 入札説明書等（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 基本設計書（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 参加表明書（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 提案書（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 PFI事業に関するもの 事業契約関係書（平成１６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2004年度 2005/4/1 事業終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
施設部施設企画課 施設関係文書 ＥＳＣＯ事業に関するもの ＥＳＣＯ事業関係書類一式 施設部施設企画課長 施設企画課保全契約係 2005年度 2006/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事成績評定に関するもの 工事成績評定通知書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事成績評定に関するもの 工事成績評定通知書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事成績評定に関するもの 工事成績評定通知書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 入札監視委員会（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 入札監視委員会（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 入札監視委員会（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 談合関係（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 公表事項（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 公表事項（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 公表事項（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 有資格業者の指名停止について（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 有資格業者の指名停止について（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設工事の入札に関するもの 有資格業者の指名停止について（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事等の発注見通しに関するもの 発注見通し関係（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事等の発注見通しに関するもの 発注見通し関係（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事等の発注見通しに関するもの 発注見通し関係（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 施設調査・報告（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 施設調査・報告（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 施設調査・報告（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 納入実績調査及び残高証明等　雑件（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 納入実績調査及び残高証明等　雑件（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設に関連する調査及び報告に関するもの 納入実績調査及び残高証明等　雑件（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事及び役務に関するもの 監督職員通知書（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事及び役務に関するもの 監督職員通知書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事及び役務に関するもの 監督職員通知書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 工事及び役務に関するもの 監督職員通知書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 車両入構に関するもの 構内入構料 手数料・ＩＣカード（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 車両入構に関するもの 構内入構料 手数料・ＩＣカード（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 車両入構に関するもの 構内入構料 手数料・ＩＣカード（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 車両入構に関するもの 構内入構料 臨時分（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 車両入構に関するもの 構内入構料 臨時分（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 車両入構に関するもの 構内入構料 臨時分（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省等からの通知，照会及び回答（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省等からの通知，照会及び回答（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省等からの通知，照会及び回答（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省等からの通知，照会及び回答（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省に対する照会及び回答（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省に対する照会及び回答（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知，照会，調査依頼及び回答（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知，照会，調査依頼及び回答（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知，照会，調査依頼及び回答（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知，照会，調査依頼及び回答（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 規程等の制定・改廃（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 規程等の制定・改廃（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 規程等の制定・改廃（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 規程等の制定・改廃（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 内規等の制定・改廃（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 内規等の制定・改廃（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 内規等の制定・改廃（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 諸規定の制定・改廃に関するもの 内規等の制定・改廃（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 管理運営関係文書 情報公開・個人情報の開示等に関するもの 法人文書開示請求関係（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 情報公開・個人情報の開示等に関するもの 法人文書開示請求関係（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 情報公開・個人情報の開示等に関するもの 法人文書開示請求関係（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 管理運営関係文書 情報公開・個人情報の開示等に関するもの 法人文書開示請求関係（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 会計検査院実地検査に関するもの 会計検査院検査調書（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 会計検査院実地検査に関するもの 会計検査院検査調書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 会計検査院実地検査に関するもの 会計検査院検査調書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 会計検査院実地検査に関するもの 会計検査院検査調書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 官公需に関するもの 官公需契約実績額及び契約見込額取りまとめ資料（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 官公需に関するもの 官公需契約実績額及び契約見込額取りまとめ資料（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 官公需に関するもの 官公需契約実績額及び契約見込額取りまとめ資料（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 官公需に関するもの 官公需契約実績額及び契約見込額取りまとめ資料（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（施設部）（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（施設部）（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（施設部）（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（施設部）（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（子どもの園保育関係）（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（子どもの園保育関係）（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（子どもの園保育関係）（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（子どもの園保育関係）（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（電波利用料）（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（電波利用料）（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（電波利用料）（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（電波利用料）（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（設計業務）（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（設計業務）（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（設計業務）（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（設計業務）（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（施設整備費補助金事業／財務・経営センター施設費交付金事業）（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（施設整備費補助金事業／財務・経営センター施設費交付金事業）（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（施設整備費補助金事業／財務・経営センター施設費交付金事業）（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（施設整備費補助金事業／財務・経営センター施設費交付金事業）（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（フード＆メディカルイノベーション国際拠点棟整備事業）（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票 その他（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設契約担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設契約担当 廃棄
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立学校施設整備費概算要求書（平成１４年度） 施設部企画課長 企画課工事司計掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立学校施設整備費概算要求書（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課工事司計掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立学校施設整備費概算要求書（平成１６年度） 施設部企画課長 企画課工事司計掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成１７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成１８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 会計関係文書 予算に関するもの 国立大学法人施設整備費概算要求書（平成２９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備事業実施計画案調書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 公共事業に関するもの 公共事業等事業施行状況調書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 公共事業に関するもの 公共事業等事業施行状況調書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 公共事業に関するもの 公共事業等事業施行状況調書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 施設整備費決定通知（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 部局等の工事に関するもの 部局委任工事・部局工事事前協議（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 部局等の工事に関するもの 部局委任工事・部局工事事前協議（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 部局等の工事に関するもの 部局委任工事・部局工事事前協議（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支払（精算・概算）請求書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 国立大学法人施設整備費補助金支出予定額調（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業交付申請書（平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業交付申請書（平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業交付申請書（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業交付申請書（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業交付申請書（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業交付申請書（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業交付申請書（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業交付申請書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業交付申請書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業交付申請書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成１９年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成２０年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成２１年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
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施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成２２年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成２３年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成２４年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成２６年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成２５年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成２７年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部施設企画課 施設関係文書 施設費交付事業に関するもの 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業支払（精算・概算）請求書（平成２８年度） 施設部施設企画課長 施設企画課施設予算担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室等 施設部施設企画課長 施設部施設企画課施設予算担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 特殊建築物定期報告（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 特殊建築物定期報告（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 特殊建築物定期報告（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 特殊建築物定期報告（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 特殊建築物定期報告（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 建築設備定期検査報告（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 建築設備定期検査報告（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 建築設備定期検査報告（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 建築設備定期検査報告（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 官公庁への届出 札幌市関係 建築設備定期検査報告（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 その他の書類 ＫＤＤ関係書類（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 その他の書類 ＮＴＴ関係書類（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 その他の書類 電話関係書類（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 その他の書類 電話関係書類（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 その他の書類 ＮＣＣ関係書類（新電電）（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 その他の書類 停電通知（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 その他の書類 電話移動等伺い申請書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 タクシーチケット関係 タクシーチケット受払簿（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 学術交流会館清掃業務日誌（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 構内交通規制警備等業務日誌（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 緑地管理業務日誌（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（事務局等）（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（百年・エンレイソウ）（平成２8年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 除雪業務日誌（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 中央キャンパス総合研究棟警備業務（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 事務局受付業務（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 百年記念会館等管理業務（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 学術交流会館管理業務（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 電話交換業務日誌（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 電話交換業務日誌（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 業務日誌関係 電話交換業務日誌（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 交通対策関係 構内入構証申請書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 交通対策関係 構内入構証申請書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 交通対策関係 構内入構証申請書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 交通対策関係 入構申請書・審査結果通知（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 交通対策関係 入構申請書・審査結果通知（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 その他 交通対策関係 入構申請書・審査結果通知（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 会議 学内会議 環境保全センター運営委員会議事録（平成１９年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 会議 学内会議 環境保全センター運営委員会議事録（平成２０年度） 施設部施設保全課長 施設保全課安全管理第一係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 会議 学内会議 安全衛生管理検討推進会議議事録（平成１９年度） 施設部企画課長 企画課総務係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 会議 学内会議 安全衛生管理検討推進会議議事録（平成20年度） 施設部企画課長 企画課総務係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 アスベスト関連 アスベスト処理工事通知書 施設部建築課長 建築課 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 副総括文書管理者が判断
施設部環境配慮促進課 工事 アスベスト関連 気中濃度測定報告書 施設部建築課長 建築課 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 副総括文書管理者が判断
施設部環境配慮促進課 工事 アスベスト関連 吹き付けアスベスト実態調査 施設部建築課長 建築課 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 建築保全担当 副総括文書管理者が判断
施設部環境配慮促進課 工事 工事現場関係書類 工事現場管理書類（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事現場関係書類 工事現場管理書類（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事現場関係書類 工事現場管理書類（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事現場関係書類 工事現場管理書類（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事現場関係書類 工事現場管理書類（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 完成図 施設部設備課長 設備課 1973年度 1974/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 単価算出書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 単価算出書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 単価算出書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 単価算出書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 単価算出書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 札幌市（公害関係） ばい煙発生施設使用廃止届出書 施設部設備課長 設備課第１・第２機械掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 副総括文書管理者が判断
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 札幌市（公害関係） ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出書 施設部設備課長 設備課第１・第２機械掛 1971年度 1972/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 札幌市関係 下水道法に基づく特定施設の構造変更届出書 施設部設備課長 設備課第１・第２機械掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 副総括文書管理者が判断
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 札幌市関係 特別管理産業廃棄物処理管理責任者設置報告書 施設部設備課長 設備課 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 副総括文書管理者が判断
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 札幌市関係 特別産業廃棄物処理実績報告書 施設部設備課長 設備課第１・第２機械掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 副総括文書管理者が判断
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 消防（危険物関係）関係 危険物取扱所完成検査申請書 施設部設備課長 設備課第１・第２機械掛 1998年度 1999/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 消防（危険物関係）関係 危険物貯蔵所設置許可申請書 施設部設備課長 設備課第１・第２機械掛 1998年度 1999/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 消防（危険物関係）関係 危険物貯蔵所変更許可申請書 施設部設備課長 設備課第１・第２機械掛 1982年度 1983/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 消防（危険物関係）関係 札幌市火災予防条例に基づくボイラー設置届出書 施設部設備課長 設備課第１・第２機械掛 1996年度 1997/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 消防（危険物関係）関係 少量危険物貯蔵取扱所設置届出書 施設部設備課長 設備課第１・第２機械掛 1996年度 1997/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 消防関係 消防用設備等設置届出書 施設部設備課長 設備課 1985年度 1986/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 環境配慮促進課 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 通商産業関係 自家用発電所運転半期報告書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 通商産業関係 自家用発電所運転半期報告書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 通商産業関係 自家用発電所運転半期報告書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 通商産業関係 自家用発電所運転半期報告書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 通商産業関係 自家用発電所運転半期報告書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 通商産業関係 主任技術者選任・解任届出書 施設部設備課長 設備課第１電気掛 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 副総括文書管理者が判断
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 通商産業関係 保安規定変更報告書 施設部設備課長 設備課第１電気掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 副総括文書管理者が判断
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 給電協定書 施設部設備課長 設備課第１・２電気掛 1992年度 1993/4/1 変更後5年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 工事費負担金関係書類（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 工事費負担金関係書類（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 工事費負担金関係書類（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 停電作業連絡票（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 停電作業連絡票（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 停電作業連絡票（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 停電作業連絡票（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 停電作業連絡票（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 電気使用申込書 施設部設備課長 設備課第１・２電気掛 1997年度 1998/4/1 変更後5年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 電力使用計画調書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 電力使用計画調書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 電力使用計画調書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 電力使用計画調書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 北海道電力（株）関係 電力使用計画調書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 工事に関する官公庁への届出書類 郵政省関係 有線電気通信設備設置届 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 1996年度 1997/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ばい煙測定結果報告書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ばい煙測定結果報告書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ばい煙測定結果報告書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ばい煙測定結果報告書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ばい煙測定結果報告書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 貯水槽清掃報告書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 貯水槽清掃報告書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 貯水槽清掃報告書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 貯水槽清掃報告書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 貯水槽清掃報告書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ＰＣＢ廃棄物の保管状況等届出書（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ＰＣＢ廃棄物の保管状況等届出書（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ＰＣＢ廃棄物の保管状況等届出書（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ＰＣＢ廃棄物の保管状況等届出書（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 その他の報告 ＰＣＢ廃棄物の保管状況等届出書（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 構内電話交換機設備保全業務（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 構内電話交換機設備保全業務（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 構内電話交換機設備保全業務（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 構内電話交換機設備保全業務（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 構内電話交換機設備保全業務（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 事務局変電設備定期点検（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 事務局変電設備定期点検（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 事務局変電設備定期点検（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 事務局変電設備定期点検（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 事務局変電設備定期点検（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備定期点検（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備定期点検（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備定期点検（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備定期点検（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備定期点検（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備等管理委託業務（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備等管理委託業務（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備等管理委託業務（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備等管理委託業務（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特別高圧受変電設備等管理委託業務（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 消防用設備等定期点検（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 消防用設備等定期点検（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 消防用設備等定期点検（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 消防用設備等定期点検（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 消防用設備等定期点検（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 電気保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特定建築物帳簿書類（平成２４年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特定建築物帳簿書類（平成２５年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特定建築物帳簿書類（平成２６年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特定建築物帳簿書類（平成２７年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
施設部環境配慮促進課 役務 役務に関する書類 特定建築物帳簿書類（平成２８年度） 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部環境配慮促進課長 機械保全担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 施設・環境計画室会議（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 施設・環境計画室会議（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 施設・環境計画室会議（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 施設・環境計画室会議（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 施設・環境計画室会議（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 施設・環境計画室会議（平成２8年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 施設・環境計画室コアメンバー会議サステイナブルキャンパス（ＳＣ）推進本部運営委員会（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 施設・環境計画室コアメンバー会議サステイナブルキャンパス（ＳＣ）推進本部運営委員会（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 施設・環境計画室コアメンバー会議サステイナブルキャンパス（ＳＣ）推進本部運営委員会（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 施設・環境計画室コアメンバー会議サステイナブルキャンパス（ＳＣ）推進本部運営委員会（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 施設・環境計画室コアメンバー会議サステイナブルキャンパス（ＳＣ）推進本部運営委員会（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 施設・環境計画室コアメンバー会議サステイナブルキャンパス（ＳＣ）推進本部運営委員会（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部施設企画課総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境保全センター会議（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境保全センター会議（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境保全センター会議（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境保全センター会議（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境保全センター会議（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学内会議 環境保全センター会議（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 環境配慮促進専門委員会（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 環境配慮促進専門委員会（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 環境配慮促進専門委員会（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 環境配慮促進専門委員会（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 環境配慮促進専門委員会（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 環境配慮促進専門委員会（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学外会議 サステイナブルキャンパス推進協議会「ＣＡＳ－Ｎｅｔ　ＪＡＰＡＮ」運営委員会・幹事会（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 京都大学施設部環境安全保健課（サステイナブルキャンパス推進室） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学外会議 サステイナブルキャンパス推進協議会「ＣＡＳ－Ｎｅｔ　ＪＡＰＡＮ」運営委員会・幹事会（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 京都大学施設部環境安全保健課（サステイナブルキャンパス推進室） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学外会議 サステイナブルキャンパス推進協議会「ＣＡＳ－Ｎｅｔ　ＪＡＰＡＮ」運営委員会・幹事会（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 京都大学施設部環境安全保健課（サステイナブルキャンパス推進室） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学外会議 サステイナブルキャンパス推進協議会「ＣＡＳ－Ｎｅｔ　ＪＡＰＡＮ」運営委員会・幹事会（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 京都大学施設部環境安全保健課（サステイナブルキャンパス推進室） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会議 学外会議 サステイナブルキャンパス推進協議会「ＣＡＳ－Ｎｅｔ　ＪＡＰＡＮ」運営委員会・幹事会（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 京都大学施設部環境安全保健課（サステイナブルキャンパス推進室） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算要求・配分関係（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文章の収受、発送及び決済の記録に関するもの 文章収受簿（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文章の収受、発送及び決済の記録に関するもの 文章収受簿（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文章の収受、発送及び決済の記録に関するもの 文章収受簿（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文章の収受、発送及び決済の記録に関するもの 文章収受簿（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文章の収受、発送及び決済の記録に関するもの 文章収受簿（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文章の収受、発送及び決済の記録に関するもの 文章収受簿（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 特別管理産業廃棄物処理管理責任者の選任に関するもの 特別管理産業廃棄物処理管理者設置・変更届出書（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 特別管理産業廃棄物処理管理責任者の選任に関するもの 特別管理産業廃棄物処理管理者設置・変更届出書（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 特別管理産業廃棄物処理管理責任者の選任に関するもの 特別管理産業廃棄物処理管理者設置・変更届出書（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 特別管理産業廃棄物処理管理責任者の選任に関するもの 特別管理産業廃棄物処理管理者設置・変更届出書（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 特別管理産業廃棄物処理管理責任者の選任に関するもの 特別管理産業廃棄物処理管理者設置・変更届出書（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 特別管理産業廃棄物処理管理責任者の選任に関するもの 特別管理産業廃棄物処理管理者設置・変更届出書（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの ＰＲＴＲ法届出書（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの ＰＲＴＲ法届出書（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの ＰＲＴＲ法届出書（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの ＰＲＴＲ法届出書（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの ＰＲＴＲ法届出書（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 化学物質管理システムに記録した薬品管理の情報に関するもの ＰＲＴＲ法届出書（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの サステイナビリティ・ウィーク（国際シンポジウム）（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの サステイナビリティ・ウィーク（国際シンポジウム）（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの サステイナビリティ・ウィーク（国際シンポジウム）（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの サステイナビリティ・ウィーク（国際シンポジウム）（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの サステイナビリティ・ウィーク（国際シンポジウム）（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 入学式、学位記授与式、その他本学が主催する諸行事に関するもの サステイナビリティ・ウィーク（国際シンポジウム）（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 部局等で実施する定期的な諸行事に関するもの キャンドルナイト（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 部局等で実施する定期的な諸行事に関するもの キャンドルナイト（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 部局等で実施する定期的な諸行事に関するもの キャンドルナイト（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 部局等で実施する定期的な諸行事に関するもの 環境広場さっぽろ（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 部局等で実施する定期的な諸行事に関するもの 環境広場さっぽろ（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 中央省庁からの各種通達（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 中央省庁 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 中央省庁からの各種通達（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 中央省庁 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 中央省庁からの各種通達（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 中央省庁 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 中央省庁からの各種通達（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 中央省庁 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 中央省庁からの各種通達（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 中央省庁 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 中央省庁からの各種通達（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 中央省庁 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 学内における事務取扱要領（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 学内における事務取扱要領（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 学内における事務取扱要領（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 学内における事務取扱要領（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 学内における事務取扱要領（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 各種基準・取扱いに係る通達等 学内における事務取扱要領（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省からの通知、照会及び回答（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 文部科学省 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省からの通知、照会及び回答（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 文部科学省 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省からの通知、照会及び回答（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 文部科学省 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省からの通知、照会及び回答（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 文部科学省 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省からの通知、照会及び回答（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 文部科学省 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 文部科学省その他中央省庁等からの通知等 文部科学省からの通知、照会及び回答（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 文部科学省 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知及び回答照会、調査依頼及び回答（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内外 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知及び回答照会、調査依頼及び回答（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内外 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知及び回答照会、調査依頼及び回答（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内外 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知及び回答照会、調査依頼及び回答（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内外 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 通知及び回答照会、調査依頼及び回答（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 学内外 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標、中期計画、年度計画、実績報告、中期目標期間評価、中期目標期間事業報告（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標、中期計画、年度計画、実績報告、中期目標期間評価、中期目標期間事業報告（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標、中期計画、年度計画、実績報告、中期目標期間評価、中期目標期間事業報告（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標、中期計画、年度計画、実績報告、中期目標期間評価、中期目標期間事業報告（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標、中期計画、年度計画、実績報告、中期目標期間評価、中期目標期間事業報告（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 中期目標、中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標、中期計画、年度計画、実績報告、中期目標期間評価、中期目標期間事業報告（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 その他評価に関するもの ＡＳＳＣによる年次評価（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 10年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 その他評価に関するもの ＡＳＳＣによる年次評価（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 10年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 その他評価に関するもの ＡＳＳＣによる年次評価（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 10年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 その他評価に関するもの ＡＳＳＣによる年次評価（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 10年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） ニュースレター（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） ニュースレター（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） ニュースレター（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） ニュースレター（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 報道に関するもの プレスリリース（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 報道に関するもの プレスリリース（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 管理運営関係文書 報道に関するもの プレスリリース（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 学務関係文書 学生団体に関するもの 学生アルバイト（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 学務関係文書 学生団体に関するもの 学生アルバイト（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 学務関係文書 学生団体に関するもの 学生アルバイト（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 学務関係文書 学生団体に関するもの 学生アルバイト（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 学務関係文書 学生団体に関するもの 学生アルバイト（平成２８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 学務関係文書 学生団体に関するもの サステナブル・キャンパス・コンテスト（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 学務関係文書 学生団体に関するもの サステナブル・キャンパス・コンテスト（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 学務関係文書 学生団体に関するもの サステナブル・キャンパス・コンテスト（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 学務関係文書 学生団体に関するもの サステナブル・キャンパス・コンテスト（平成２７年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 研究協力関係文書 包括連携協定等に関するもの 札幌市とのまちづくりに関する連携協定（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 研究協力関係文書 包括連携協定等に関するもの 札幌市とのまちづくりに関する連携協定（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 廃棄
サステイナブルキャンパス推進本部 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 北海道開発協会開発調査総合研究所 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 北海道大学サステイナブルキャンパス・エネルギー構想調査 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの ＡＡＳＨＥ　ＳＴＡＲＳ（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの ＡＡＳＨＥ　ＳＴＡＲＳ（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの ＡＡＳＨＥ　ＳＴＡＲＳ（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの UNI metrics（平成２３年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの UNI metrics（平成２４年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの UNI metrics（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの ISCN（平成２５年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
サステイナブルキャンパス推進本部 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの ISCN（平成２６年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課サステイナブルキャンパス推進本部担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 管理運営関係文書 法人文書ファイル管理に関するもの 法人文書ファイル廃棄簿 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
施設部施設整備課 管理運営関係文書 法人文書ファイル管理に関するもの 法人文書ファイル廃棄簿 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 管理運営関係文書 法人文書ファイル管理に関するもの 法人文書ファイル廃棄簿 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 管理運営関係文書 法人文書ファイル管理に関するもの 法人文書ファイル廃棄簿 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 管理運営関係文書 法人文書ファイル管理に関するもの 法人文書ファイル廃棄簿 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の防災計画に関するもの 医学部附属病院病棟防災計画書 施設部建築課長 建築課 1990年度 1991/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の届出に関するもの 計画通知・適合する旨の通知・工事完了届・検査済証 施設部建築課長 建築課 1972年度 1973/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の届出に関するもの 道路占有許可・占有料免除申請書 施設部設備課長 設備課 1997年度 1998/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の防災計画に関するもの 工学部情報エレクトロニクス系棟防災計画書 施設部建築課長 建築課 1998年度 1999/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の防災計画に関するもの 理学系総合研究棟防災計画書 施設部建築課長 建築課 2000年度 2001/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の防災計画に関するもの 理学部校舎防災計画書 施設部建築課長 建築課 1992年度 1993/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の防災計画に関するもの 理学部生物・物理棟防災計画書 施設部建築課長 建築課 1997年度 1998/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の防災計画に関するもの 理学部生物・物理棟防災計画書（変更） 施設部建築課長 建築課 1998年度 1999/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の防災計画に関するもの 医系総合研究棟防災計画書 施設部施設整備課長 施設整備課 2003年度 2004/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の完成写真 完成写真 施設部建築課長 建築課 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 写真 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の完成写真 完成写真 施設部施設整備課長 施設整備課 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 写真 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の施工管理に関するもの(かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。) 工事現場監理（平成２４年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の施工管理に関するもの(かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。) 工事現場監理（平成２５年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の施工管理に関するもの(かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。) 工事現場監理（平成２６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の施工管理に関するもの(かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。) 工事現場監理（平成２７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の施工管理に関するもの(かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。) 工事現場監理（平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 見積書（平成２４年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 見積書（平成２５年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 見積書（平成２６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 見積書（平成２７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 見積書（平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 工事費内訳明細書（平成２４年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 工事費内訳明細書（平成２５年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 工事費内訳明細書（平成２６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 工事費内訳明細書（平成２７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 工事費内訳明細書（平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 数量算出書（平成２４年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 数量算出書（平成２５年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 数量算出書（平成２６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 数量算出書（平成２７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 数量算出書（平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 単価算出根拠（平成２４年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 単価算出根拠（平成２５年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 単価算出根拠（平成２６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 単価算出根拠（平成２７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 単価算出根拠（平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の構造等に関するもの 構造計算書 施設部建築課長 建築課 1963年度 1964/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の構造等に関するもの 構造計算書 施設部施設整備課長 施設整備課 2005年度 2006/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の構造等に関するもの 構造設計概要書 施設部建築課長 建築課 1985年度 1986/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の構造等に関するもの 構造設計概要書 施設部施設整備課長 施設整備課 2005年度 2006/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の構造等に関するもの 耐震診断計算書 施設部建築課長 建築課 1988年度 1989/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の構造等に関するもの 耐震診断計算書 施設部施設整備課長 施設整備課 2005年度 2006/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の構造等に関するもの 耐力度調査報告書 施設部建築課長 建築課 1983年度 1984/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の構造等に関するもの 地盤調査報告書 施設部建築課長 建築課 1963年度 1964/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 新館倉庫 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 施設の構造等に関するもの 地盤調査報告書 施設部施設整備課長 施設整備課 2005年度 2006/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 新館倉庫 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成１９年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成２０年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成２１年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成２２年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成２３年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成２４年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成２５年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成２６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成２７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 複層ガラス保証書（平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成１９年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成２０年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成２１年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成２２年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成２３年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成２４年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成２５年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成２６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成２７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 かしの修補等の請求の際に必要となるもの(設計図書等) 防水保証書(平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（昭和６２年度～平成１２年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成１３年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成１４年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成１５年度） 施設部企画課長 企画課総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成１６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成１７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成１８年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成１９年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成２０年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成２１年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成２２年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成２３年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成２４年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成２５年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成２６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成２７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 認定を受けた埋蔵文化財に関するもの 埋蔵物の文化財認定（平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 副総括文書管理者が判断
施設部施設整備課 施設関係文書 埋蔵文化財に関するもの 埋蔵文化財（平成２４年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 埋蔵文化財に関するもの 埋蔵文化財（平成２５年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 埋蔵文化財に関するもの 埋蔵文化財（平成２６年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 埋蔵文化財に関するもの 埋蔵文化財（平成２７年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 埋蔵文化財に関するもの 埋蔵文化財（平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 標準単価積算基準（平成２４年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2012年度 2013/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 標準単価積算基準（平成２５年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2013年度 2014/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 標準単価積算基準（平成２６年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2014年度 2015/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 標準単価積算基準（平成２７年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2015年度 2016/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 標準単価積算基準（平成２8年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2016年度 2017/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 労務単価表（平成２４年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 労務単価表（平成２５年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 労務単価表（平成２６年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 労務単価表（平成２７年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事の設計積算に関するもの 労務単価表（平成２8年度） 施設部企画課長 工事契約掛 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 施設関係文書 工事標準仕様書に関するもの 工事標準仕様書（平成２２年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2010年度 2011/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
施設部施設整備課 会計関係文書 タクシーチケットに関するもの タクシーチケット受払簿（平成２8年度） 施設部施設整備課長 施設整備課 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 施設部施設整備課長 施設部施設整備課整備計画担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和６３年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成元年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成３年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成４年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成５年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成６年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成７年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成８年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成９年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１０年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１１年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１２年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１３年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１４年度） 国際交流課長 国際交流課・国際企画掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１５年度） 国際交流課長 国際交流課・国際企画掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１６年度） 国際交流課長 国際交流課・国際企画掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１７年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成１９年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２０年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２１年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２２年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２３年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際企画課・ＧＲ室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（平成２８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会・調査関係（平成２７年度） 国際企画課長 国際連携課・HUCI担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会・調査関係（平成２８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成１９年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成２０年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成２１年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成２２年度） 国際連携課長 国際企画課・国際企画係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成２３年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの サステナビリティ・ウィーク（平成２８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 研究助成関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの スーパーグローバル大学創成支援事業（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 未定 全事業完了年度の翌年度から５年間 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 研究助成関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの スーパーグローバル大学創成支援事業（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 未定 全事業完了年度の翌年度から５年間 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 研究助成関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの スーパーグローバル大学創成支援事業（平成２８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 未定 全事業完了年度の翌年度から５年間 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの 英文ウェブサイト関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの 英文ウェブサイト関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの 英文ウェブサイト関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの 英文ウェブサイト関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの 英文ウェブサイト関係（平成２８年度） 国際企画課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの その他広報物（平成２４年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの その他広報物（平成25年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの その他広報物（平成２６年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの その他広報物（平成２７年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの その他広報物（平成２８年度） 国際企画課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 海外同窓生リスト（平成２６年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 外部記録媒体 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 海外同窓生リスト（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 外部記録媒体 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 海外同窓生リスト（平成２８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 外部記録媒体 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 会計関係文書 取引に関する書類 債権計上票（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2029/3/31 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 次世代大学力推進会議国際分科会 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 次世代大学力推進会議国際分科会 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 大学力強化推進本部会議 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 大学力強化推進本部会議 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの HUCI統括室会議 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの HUCI統括室会議 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際企画課 研究助成関係文書 補助金の使用に関するもの 補助金交付・実績報告 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 未定 全事業完了年度の翌年度から５年間 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際企画課 研究助成関係文書 補助金の使用に関するもの 補助金交付・実績報告 国際企画課長 国際企画課・国際戦略担当 2016年度 未定 全事業完了年度の翌年度から５年間 未定 紙 事務室 国際企画課長 国際部国際企画課国際戦略担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外の大学等との書簡にするもの 渉外関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外の大学等との書簡にするもの 渉外関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外の大学等との書簡にするもの 渉外関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外の大学等との書簡にするもの 渉外関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外の大学等との書簡にするもの 渉外関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成９年） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１０年） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１１年） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１２年） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１３年） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１４年） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１５年） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１６年） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１７年） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１８年） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成１９年） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２０年） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２１年） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２２年） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２３年） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２４年） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２５年） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２６年） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２７年） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２８年） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際交流室（平成１９年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際交流室（平成２０年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際交流室（平成２１年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際本部運営委員会（平成２２年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際本部運営委員会（平成２３年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際本部運営委員会（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際本部運営委員会（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際本部運営委員会（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際本部運営委員会（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 総長室等の会議の記録に関するもの 国際連携機構運営委員会（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 国際本部運営委員会留学生センター専門委員会（平成２２年度） 国際連携課長 国際支援課・留学生企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 国際本部運営委員会留学生センター専門委員会（平成２３年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 国際本部運営委員会留学生センター専門委員会（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 国際本部運営委員会留学生センター専門委員会（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 国際本部運営委員会留学生センター専門委員会（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 国際本部運営委員会留学生センター専門委員会（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 各種委員会の記録に関するもの 国際教育研究センター専門委員会（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成元年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成２年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成３年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成５年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成６年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成１１年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成１２年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成１３年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成１６年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成１７年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成１８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成１９年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成２０年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成２１年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（平成２３年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 研究助成関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 研究助成関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 研究助成関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 研究助成関係（平成２7年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 研究助成関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の応募に関するもの 科学研究費補助金応募（平成２０年度） 国際支援課長 国際支援課・留学生企画係 2008年度 2009/4/1 研究期間終了後1年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の応募に関するもの 科学研究費補助金応募（平成２１年度） 国際支援課長 国際支援課・留学生企画係 2009年度 2010/4/1 研究期間終了後1年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の応募に関するもの 科学研究費補助金応募（平成２２年度） 国際支援課長 国際企画課・国際企画係 2010年度 2011/4/1 研究期間終了後1年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の応募に関するもの 科学研究費補助金応募（平成２３年度） 国際支援課長 国際連携課・国際交流係 2011年度 2012/4/1 研究期間終了後1年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の応募に関するもの 科学研究費補助金（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 研究期間終了後1年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の使用に関するもの 科学研究費補助金（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の使用に関するもの 科学研究費補助金（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の使用に関するもの 科学研究費補助金（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の使用に関するもの 科学研究費補助金（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の使用に関するもの 科学研究費補助金交付・実績報告（平成２０年度） 国際支援課長 国際支援課・留学生企画係 2008年度 2009/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の使用に関するもの 科学研究費補助金交付・実績報告（平成２１年度） 国際支援課長 国際支援課・留学生企画係 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の使用に関するもの 科学研究費補助金交付・実績報告（平成２２年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の使用に関するもの 科学研究費補助金交付・実績報告（平成２３年度） 国際支援課長 国際連携課・国際交流係 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の使用に関するもの 科学研究費補助金（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の応募に関するもの 科学研究費補助金（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 研究期間終了後1年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の応募に関するもの 科学研究費補助金（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 研究期間終了後1年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の応募に関するもの 科学研究費補助金（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 研究期間終了後1年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 科研費の応募に関するもの 科学研究費補助金（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 研究期間終了後1年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 総長室重点配分経費による大学間交流事業（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 総長室重点配分経費による大学間交流事業（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 大学間交流事業（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 大学間交流事業（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 大学間交流事業（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 大学間交流事業（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北海道大学 博士課程学生の海外派遣支援事業（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北海道大学 博士課程学生の海外派遣支援事業（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの ミャンマー・ベトナムからの留学生獲得（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの ミャンマー・ベトナムからの留学生獲得（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの ミャンマー・ベトナムからの留学生獲得（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北極圏大学（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北極圏大学（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北極圏大学（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北極圏大学（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際交流事業に関するもの 北極圏大学（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外からの来訪者に関するもの 表敬訪問（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外からの来訪者に関するもの 表敬訪問（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外からの来訪者に関するもの 表敬訪問（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（１９９７年８月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（１９９７年１０月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（１９９８年９月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０００年１月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０００年２月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０００年８月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０００年９月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０００年１０月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００１年１月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００１年７月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００１年１０月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００１年１２月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００２年１月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００２年９月） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００３年３月） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００３年６月） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００３年７月） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００４年８月） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００４年９月） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００４年１１月） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００４年１２月） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００５年１月） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００５年３月） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００５年６月） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００６年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００７年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２００９年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０１０年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０１１年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０１２年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０１３年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０１４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０１５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（２０１６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９８９－１９９０） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９９１－１９９２） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９９４－１９９５） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９９６－１９９７） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９９８－１９９９） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（２０００－２００１） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（２００２－２００３） 国際交流課長 国際交流課・国際企画掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学中国語概要関係（平成１６年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学中国語概要関係（平成１７年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学中国語概要関係（平成１８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学中国語概要関係（平成１９年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学中国語概要関係（平成２０年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学中国語概要関係（平成２１年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学中国語概要関係（平成２２年度） 国際連携課長 国際企画課・国際企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学韓国語概要関係（平成１７年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学韓国語概要関係（平成１８年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学韓国語概要関係（平成１９年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学韓国語概要関係（平成２０年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学韓国語概要関係（平成２１年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学韓国語概要関係（平成２２年度） 国際連携課長 国際企画課・国際企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 休暇簿（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 勤務時間報告書 勤務時間報告書（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 非常勤講師関係（平成24年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 非常勤講師関係（平成25年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 非常勤講師関係（平成26年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 非常勤講師関係（平成27年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 職員の任用に関するもの 非常勤講師関係（平成28年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 兼業に関するもの 兼業関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 兼業に関するもの 兼業関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 兼業に関するもの 兼業関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 兼業に関するもの 兼業関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書 兼業に関するもの 兼業関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書           人事・給与に関するもの 人事関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 人事関係文書                     共済組合に係る通知・各種手続きに関するもの 共済関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会・調査関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会・調査関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 照会・調査関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 庶務・通知関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 国際交流状況調査（平成２６年度分） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 国際交流状況調査（平成２７年度分） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 国際交流状況調査（平成２８年度分） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの Ｇ８大学サミット（平成１９年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの Ｇ８大学サミット（平成２０年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際企画担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 中国人材育成事業（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 中国人材育成事業（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構外国人受託研修員（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構外国人受託研修員（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構外国人受託研修員（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構外国人受託研修員（平成27年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構外国人受託研修員（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構集団研修（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構集団研修（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構集団研修（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構専門家派遣（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構専門家派遣（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構専門家派遣（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構専門家派遣（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構専門家派遣（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 国際協力機構関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの 北京オフィス（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの 北京オフィス（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの 北京オフィス（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 北京オフィス（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの 北京オフィス（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの ソウルオフィス（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの ソウルオフィス（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの ソウルオフィス（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの ソウルオフィス（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの ソウルオフィス（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの ヘルシンキオフィス（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの ヘルシンキオフィス（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの ヘルシンキオフィス（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの ヘルシンキオフィス（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの ヘルシンキオフィス（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの ルサカオフィス（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの ルサカオフィス（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 海外拠点に関するもの ルサカオフィス（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの ルサカオフィス（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの ルサカオフィス（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 国際協力機構に関するもの ASEANオフィス（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 文部科学省国際交流事業に関するもの 留学コーディネーター配置事業（平成26年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2014年度 2015/4/1 研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 文部科学省国際交流事業に関するもの 留学コーディネーター配置事業（平成27年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2015年度 2016/4/1 研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 文部科学省国際交流事業に関するもの 留学コーディネーター配置事業（平成28年度） 国際連携課長 国際連携課・海外オフィス・国際協力担当 2016年度 2017/4/1 研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課海外オフィス・国際協力担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 委任経理 寄附金受入関係（平２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 委任経理 寄附金受入関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 委任経理 寄附金受入関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 委任経理 寄附金受入関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 委任経理 寄附金受入関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 委任経理 支出証拠書類　（平成２２年度） 国際支援課長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 委任経理 支出証拠書類　（平成２３年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 概算要求 概算要求書（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 概算要求 概算要求書（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 概算要求 概算要求書（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 概算要求 概算要求書（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 現金の収受，払い出し，預貯金の預け入れ・引き出しに際して作成された取引証憑書類 学生納付金関係（平成２２年度） 国際支援課長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 現金の収受，払い出し，預貯金の預け入れ・引き出しに際して作成された取引証憑書類 学生納付金関係（平成２３年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理等に関するもの 物品管理関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理等に関するもの 物品管理関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理等に関するもの 物品管理関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理等に関するもの 物品管理関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理等に関するもの 物品管理関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 科学研究費補助金の経理に関するもの 科研費収支簿および伝票（平成２３年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2011年度 2012/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 奨学金関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 奨学金関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 奨学金関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 奨学金関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 奨学金関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 会計関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 会計関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 会計関係（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 会計関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 会計関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２６年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 補助金関係（平成２７年度） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 全事業完了年度の翌年度から５年間 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 補助金関係（平成２８年度） 国際連携課長 国際連携課・会計担当 2016年度 2017/4/1 全事業完了年度の翌年度から５年間 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課会計担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 外国人研究者の受入れに関するもの 文書の英文化（平成２４年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際連携課 国際交流関係文書 外国人研究者の受入れに関するもの 文書の英文化（平成２５年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 外国人研究者の受入れに関するもの 文書の英文化（平成２６年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 外国人研究者の受入れに関するもの 文書の英文化（平成２７年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生学生生活実態調査（平成２４年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課総務担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの ジョイント・シンポジウム関係（平成１９年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの ジョイント・シンポジウム関係（平成２０年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの ジョイント・シンポジウム関係（平成２１年度） 国際企画課長 国際企画課・国際企画係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 北大-フィンランド　ジョイントシンポジウム（平成２３年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 北大-フィンランド　ジョイントシンポジウム（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 北大-フィンランド　ジョイントシンポジウム（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 北大-フィンランド　ジョイントシンポジウム（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 北大-フィンランド　ジョイントシンポジウム（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 北大-フィンランド　ジョイントシンポジウム（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 第１６回北大-ソウル大学校　ジョイントシンポジウム 国際連携課長 国際連携課・国際企画係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 第１７回北大-ソウル大学校　ジョイントシンポジウム 国際連携課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 第１８回北大-ソウル大学校　ジョイントシンポジウム 国際連携課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 第１９回北大-ソウル大学校　ジョイントシンポジウム 国際連携課長 国際連携課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 照会・調査関係（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 照会・調査関係（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 照会・調査関係（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 帰国外国人留学生研究指導事業関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 帰国外国人留学生研究指導事業関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 帰国外国人留学生研究指導事業関係（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 帰国外国人留学生短期研究制度関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 帰国外国人留学生短期研究制度関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 帰国外国人留学生短期研究制度関係（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 帰国外国人留学生フォローアップ事業関係（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 帰国留学生のフォローアップに関するもの 帰国外国人留学生フォローアップ事業関係（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 賞関係（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 賞関係（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 賞関係（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 賞関係（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの 賞関係（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 研究者の海外派遣に関するもの ハーバード・イエンチェン研究所関係（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 研究者の海外派遣に関するもの ハーバード・イエンチェン研究所関係（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 研究者の海外派遣に関するもの ハーバード・イエンチェン研究所関係（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 研究者の海外派遣に関するもの ハーバード・イエンチェン研究所関係（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 研究者の海外派遣に関するもの ハーバード・イエンチェン研究所関係（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの サマープログラム（平成２４年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの サマープログラム（平成２５年度） 国際連携課長 国際連携課・国際交流係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの サマープログラム（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの サマープログラム（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの サマープログラム（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 論文博士号取得希望者に対する支援事業（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 論文博士号取得希望者に対する支援事業（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 論文博士号取得希望者に対する支援事業（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 論文博士号取得希望者に対する支援事業（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 論文博士号取得希望者に対する支援事業（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ外国人特別研究員（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ外国人特別研究員（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ外国人特別研究員（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ外国人特別研究員（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ外国人特別研究員（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 海外特別研究員（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 海外特別研究員（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 海外特別研究員（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 海外特別研究員（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 海外特別研究員（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 対応機関との覚書等に基づく研究者の受入について（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 対応機関との覚書等に基づく研究者の受入について（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 対応機関との覚書等に基づく研究者の受入について（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム(平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム(平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 組織的な若手研究者派遣プログラム（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ）（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 国際協力関係　雑件（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 国際交流担当　雑件（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 国際交流担当　雑件（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 国際交流担当　雑件（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 国際交流担当　雑件（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳその他事業（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳその他事業（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳその他事業（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 日中韓フォーサイト事業（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 日中韓フォーサイト事業（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの スイスとの共同研究（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの JSPS外国人招へい研究者（平成２４年度分） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの JSPS外国人招へい研究者（平成２５年度分） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの JSPS外国人招へい研究者（平成２６年度分） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの JSPS外国人招へい研究者（平成２７年度分） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの JSPS外国人招へい研究者（平成２８年度分） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 研究拠点形成事業Ａ・Ｂ（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 研究拠点形成事業Ａ・Ｂ（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 研究拠点形成事業Ａ・Ｂ（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 研究拠点形成事業Ａ・Ｂ（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 研究拠点形成事業Ａ・Ｂ（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 二国間交流事業（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 二国間交流事業（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 二国間交流事業（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 二国間交流事業（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの 二国間交流事業（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ研究者交流事業（特定国派遣）（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ研究者交流事業（特定国派遣）（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ研究者交流事業（特定国派遣）（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ研究者交流事業（特定国派遣）（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ外国人再招へい研究者（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ外国人再招へい研究者（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの HORIZON 2020（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの HORIZON 2020（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの HORIZON 2020（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ事業募集通知（平成２４年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ事業募集通知（平成２５年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ事業募集通知（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際連携課 国際交流関係文書 日本学術振興会国際交流事業に関するもの ＪＳＰＳ事業募集通知（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 北海道留学生交流推進協議会（平成２４年度） 国際支援課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 北海道留学生交流推進協議会（平成２５年度） 国際支援課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 北海道留学生交流推進協議会（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 北海道留学生交流推進協議会（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 北海道留学生交流推進協議会（平成２8年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 出入国管理制度説明会（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 出入国管理制度説明会（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 出入国管理制度説明会（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 申請取次（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 申請取次（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 申請取次（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 留学生教育専門委員会（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 留学生教育専門委員会（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 留学生教育専門委員会（平成２６年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 留学生教育専門委員会（平成２７年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 留学生教育専門委員会（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成１9年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成20年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成2１年度） 留学交流課長 留学生交流担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成２２年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成２３年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動(平成１9年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動(平成20年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動(平成2１年度） 留学交流課長 留学生交流担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動(平成２２年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動(平成２３年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動(平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動(平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動(平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動(平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生の異動（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生代理押印関係(平成２０年度～） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生級号申請（平成２４年度～） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生給与システムデータ異動届（平成２４年度～） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 交流協会留学生給与関係（平成２４年度～） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 交流協会留学生給与関係（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 行事（謝金の伴う）実施報告書（平成２６年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 行事（謝金の伴う）実施報告書（平成２７年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 行事（謝金の伴う）実施報告書（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 短期留学プログラム（２０１４－２０１5年）（HUSTEP関係） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 短期留学プログラム（２０１５－２０１６年）（HUSTEP関係） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 国際交流科目（平成２６年度分） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 国際交流科目（平成２７年度分） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 国際交流科目（平成２８年度分）１ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 国際交流科目（平成２８年度分）２ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの ＨＵＳＴＥＰ履修届・履修申請書・成績表（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの ＨＵＳＴＥＰ履修届・履修申請書・成績表（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの ＨＵＳＴＥＰ履修届・履修申請書・成績表（平成２８年度）１ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの ＨＵＳＴＥＰ履修届・履修申請書・成績表（平成２８年度）２ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 日本国際教育支援協会奨学金（冠・一般奨学金）奨学金手続き（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 日本国際教育支援協会奨学金（冠・一般奨学金）奨学金手続き（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 日本国際教育支援協会奨学金（冠・一般奨学金）奨学金手続き（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 日本国際教育支援協会奨学金（冠・一般奨学金）奨学金手続き（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 日本国際教育支援協会奨学金（冠・一般奨学金）奨学金手続き（平成２8年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（大学推薦）（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（大学推薦）（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（大学推薦）（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（大学推薦）（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 外国人学生カード（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（学習奨励費）（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（学習奨励費）（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（学習奨励費）（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（学習奨励費）（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 私費外国人留学生奨学金（学習奨励費）（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 北海道外国人留学生国際交流支援事業助成金（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 北海道外国人留学生国際交流支援事業助成金（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 北海道外国人留学生国際交流支援事業助成金（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 北海道外国人留学生国際交流支援事業助成金（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 北海道外国人留学生国際交流支援事業助成金（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（部局処理扱いのもの）（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（部局処理扱いのもの）（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（部局処理扱いのもの）（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金（部局処理扱いのもの）（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 私費外国人留学生奨学金（部局処理扱いのもの）（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金受給候補者登録（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金受給候補者登録（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金受給候補者登録（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 私費外国人留学生奨学金受給候補者登録（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 私費外国人留学生奨学金受給候補者登録（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴(平成１9年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴(平成20年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴(平成2１年度） 留学交流課長 留学生交流担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴(平成２２年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴(平成２３年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴(平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴(平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴(平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴(平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの マレイシア・インドネシア・ブラジル・タイ政府派遣留学生関係綴（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 10月渡日大使館推薦(研究留学生）(平成１9年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 10月渡日大使館推薦(研究留学生）(平成20年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大使館推薦(研究留学生）(平成2１年度） 留学交流課長 留学生交流担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大使館推薦(研究留学生）(平成２２年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大使館推薦(研究留学生）(平成２３年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大使館推薦(研究留学生）(平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大使館推薦(研究留学生）(平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大使館推薦(研究留学生）(平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大使館推薦(研究留学生）(平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大使館推薦(研究留学生）(平成２８年度）１ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大使館推薦(研究留学生）(平成２８年度）２ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 4月渡日大使館推薦(研究留学生）(平成１9年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
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国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 4月渡日大使館推薦(研究留学生）(平成20年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 延長申請(平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 延長申請(平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 延長申請(平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 延長申請(平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 延長申請（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国内採用(研究留学生・学部留学生）(平成１9年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国内採用(研究留学生・学部留学生）(平成20年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国内採用(研究留学生・学部留学生）(平成2１年度） 留学交流課長 留学生交流担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国内採用(研究留学生・学部留学生）(平成２２年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国内採用(研究留学生・学部留学生）(平成２３年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国内採用(研究留学生・学部留学生）(平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国内採用(研究留学生・学部留学生）(平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国内採用(研究留学生・学部留学生）(平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国内採用(研究留学生・学部留学生）(平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成１9年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成20年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成2１年度） 留学交流課長 留学生交流担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成２２年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成２３年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国費外国人留学生(学部留学生）（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦(平成１9年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦(平成20年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦(平成2１年度） 留学交流課長 留学生交流担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦(平成２２年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦(平成２３年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦(平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦(平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦(平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦(平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 大学推薦（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの スーパーグローバル大学創成支援事業国費留学生（平成26年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの スーパーグローバル大学創成支援事業国費留学生（平成27年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの スーパーグローバル大学創成支援事業国費留学生（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修生（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修生（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修生（平成２８年度）１ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修生（平成２８年度）２ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修生（平成２８年度）３ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修生（平成２８年度）４ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修生（平成２８年度）５ 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査・照会（留学生受入れ関係）（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査・照会（留学生受入れ関係）（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査・照会（留学生受入れ関係）（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査・照会（留学生受入れ関係）（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 各種調査・照会（留学生受入れ関係）（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日韓共同理工系学部留学生事業（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日韓共同理工系学部留学生事業（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 日韓共同理工系学部留学生事業（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 北東アジア大学院留学生招致プログラム（平成１9年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 留学生交流支援制度（短期受入れ）（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 留学生交流支援制度（短期受入れ）（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 留学生交流支援制度（短期受入れ）（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 海外留学支援制度（協定受入）（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 海外留学支援制度（協定受入）（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入について部局への照会を行ったもの 北京オフィス関係（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入について部局への照会を行ったもの 北京オフィス関係（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 交流協会奨学金（短期留学生）（平成２４年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 交流協会奨学金（短期留学生）（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 交流協会奨学金（短期留学生）（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 交流協会奨学金（短期留学生）（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 交流協会奨学金（短期留学生）（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成19年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成20年度） 留学生交流室長 留学生交流担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成21年度） 留学交流課長 留学生交流担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成22年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成23年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
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国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成24年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成25年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成26年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成27年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 短期外国人留学生受入支援事業（平成２6年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 短期外国人留学生受入支援事業（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 北海道大学短期留学プログラム支援事業（平成２7年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 北海道大学短期留学プログラム支援事業（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 英語プログラム支援事業関係（平成２５年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 英語プログラム支援事業関係（平成２６年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 英語プログラム支援事業関係（平成２７年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 英語プログラム支援事業関係（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 私費外国人留学生特待プログラム（平成２４年度） 国際支援課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 私費外国人留学生特待プログラム（平成２5年度） 国際支援課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 私費外国人留学生特待プログラム（平成２6年度） 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 私費外国人留学生特待プログラム（平成２7年度） 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 北海道大学総長奨励金（平成24年度） 国際支援課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 北海道大学総長奨励金（平成25年度） 国際支援課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 北海道大学総長奨励金（平成26年度） 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 北海道大学総長奨励金（平成27年度） 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育　会議資料 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育　会議資料 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育　会議資料 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国立大学改革強化推進補助金 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国立大学改革強化推進補助金 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国立大学改革強化推進補助金 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 平成２５年度学部入学前準備教育試行プログラム 国際連携課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 平成２６年度学部入学前準備教育１週間プログラム 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 平成２７年度学部入学前準備教育１週間プログラム 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの ２０１７年準備教育学部プログラム 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 平成27年度9月大学院入学前準備教育2週間プログラム 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 平成２８年４月準備教育大学院集中セミナー 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの ２０１６年秋準備教育大学院プログラム 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際連携機構国際教育研究センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 短期留学プログラム（2016-2017年）（HUSTEP関係） 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 国際連携機構国際教育研究センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの ＨＵＳＴＥＰ・特別聴講学生　各種証明書関係（平成２８年度～） 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/4/1 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査照会（平成２４年度） 国際支援課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査照会（平成２５年度） 国際支援課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査照会（平成２6年度） 国際支援課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査照会（平成２7年度） 国際支援課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査照会（平成28年度） 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 入学式，学位記授与式，その他本学が主催する諸行事に関するもの センター入学式 国際支援課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 入学式，学位記授与式，その他本学が主催する諸行事に関するもの センター入学式 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 入学式，学位記授与式，その他本学が主催する諸行事に関するもの センター修了式 国際支援課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 入学式，学位記授与式，その他本学が主催する諸行事に関するもの センター修了式 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 日本語教授法ワークショップ 国際支援課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 日本語教授法ワークショップ 国際支援課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 日本語教授法ワークショップ 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 日本語教授法ワークショップ 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 日本語教授法ワークショップ（平成28年度） 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 新規渡日留学生の支援に関するもの HANDBOOK FOR INTERNATIONAL STUDENTS （平成28年度） 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 留学生歓迎・送別懇談会（平成24年度） 国際支援課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 留学生歓迎・送別懇談会（平成25年度） 国際支援課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 留学生歓迎・送別懇談会（平成26年度） 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 留学生歓迎・送別懇談会（平成27年度） 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育　会議資料 国際連携課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育　会議資料 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育　会議資料 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国立大学改革強化推進補助金 国際連携課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国立大学改革強化推進補助金 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国立大学改革強化推進補助金 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育　 １ 国際連携課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 平成２５年度学部入学前準備教育試行プログラム 国際連携課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 平成２６年度学部入学前準備教育１週間プログラム 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 平成２７年度学部入学前準備教育１週間プログラム 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
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国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 平成27年度9月大学院入学前準備教育2週間プログラム 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程設置準備委員会（平成２５年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程設置準備委員会（平成２６年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程企画専門委員会（平成２６年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程設置準備委員会入試専門委員会（平成２５年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程設置準備委員会入試専門委員会（平成２６年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程設置準備委員会教務専門委員会（平成２５年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程設置準備委員会教務専門委員会（平成２６年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程設置準備委員会学生支援専門委員会（平成２５年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程設置準備委員会学生支援専門委員会（平成２６年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程運営委員会（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程運営委員会（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程入試・広報専門委員会（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程入試・広報専門委員会（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程学生専門委員会（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程学生専門委員会（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程教務専門委員会（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの 現代日本学プログラム課程教務専門委員会（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 入試関係（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 入試関係（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 入試関係（平成２９年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 現代日本学プログラム　入試関係（平成３０年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 現代日本学プログラム　入試採点表（平成３０年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 入学願書　外国人留学生（現代日本学プログラム課程）入試　　（平成２７年度入学者） 国際教務課長 出願者 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 入学願書　外国人留学生（現代日本学プログラム課程）入試　（平成２８年度入学者） 国際教務課長 出願者 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 出願書類　外国人留学生（現代日本学プログラム課程）入試　（平成２９年度入学者） 国際教務課長 出願者 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 出願書類　外国人留学生（現代日本学プログラム課程）入試　（平成３０年度入学者） 国際教務課長 出願者 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 現代日本学プログラム課程入学手続き関係　（平成２７年度入学者） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 現代日本学プログラム課程入学手続き関係　（平成２８年度入学者） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 現代日本学プログラム課程入学手続き関係（平成２９年度入学者） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 現代日本学プログラム課程予備課程関係（平成２６年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 現代日本学プログラム課程予備課程関係（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 現代日本学プログラム課程予備課程関係（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 現代日本学プログラム課程予備課程関係（平成２９年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの CEPUアソシエイト教員関係（平成２６年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの CEPUアソシエイト教員関係（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査・照会（現代日本学プログラム課程関係）（平成２６年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査・照会（現代日本学プログラム課程関係）（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 調査・照会（現代日本学プログラム課程関係）（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 シラバス 現代日本学プログラム課程時間割・シラバス開講計画（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 常用 常用 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 シラバス 開講計画・時間割・シラバス（現代日本学プログラム課程）（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 常用 常用 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 授業に関するもの 現代日本学プログラム課程履修関係（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 授業に関するもの 履修関係（現代日本学プログラム課程）（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 現代日本学プログラム課程各種奨学金関係（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 現代日本学プログラム課程各種奨学金関係（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 学籍に関するもの 現代日本学プログラム課程学生カード・誓約書・連絡先届（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 常用 常用 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 学籍に関するもの 現代日本学プログラム課程学生カード・誓約書・連絡先届（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 常用 常用 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 その他 その他 雑件（平成２７年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 その他 その他 雑件（現代日本学プログラム課程）（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 授業に関するもの 授業アンケート（現代日本学プログラム課程）（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 学籍に関するもの 学生異動（現代日本学プログラム課程）（平成２７年度～） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 学籍に関するもの メジャーモジュール選択（現代日本学プログラム課程）（平成２８年度～） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 学生の記録・証明書に関するもの 証明書発行控（現代日本学プログラム課程）（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 定期試験及び成績報告に関するもの 成績報告（現代日本学プログラム課程）（平成２７年度～） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2014年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 入学料，授業料等の免除に関するもの 授業料免除（現プロ奨学制度を除く）（現代日本学プログラム課程）（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 入学料，授業料等の免除に関するもの 現代日本学プログラム課程奨学制度（平成２８年度～） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 教務関係（現代日本学プログラム課程）（平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学情報の提供に関するもの リクルート関係（現代日本学プログラム課程）(平成２８年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの Integrated Science Program設置検討部会（平成２７年度～） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの Integrated Science Program設置準備委員会（平成２８年度～） 国際教務課長 現代日本学プログラム・ISP担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの Integrated Science Program設置準備委員会入試専門委員会（平成２８年度～） 国際教務課長 現代日本学プログラム・ISP担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 管理運営関係文書 各種委員会委員に関するもの Integrated Science Program設置準備委員会教務専門委員会（平成２８年度～） 国際教務課長 現代日本学プログラム・ISP担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの Integrated Science Program　入試関係（平成２９年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの Integrated Science Program　入試採点表（平成２９年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 学務関係文書 入学試験等に関するもの 出願書類　外国人留学生（Integrated Science Program）入試　（平成２９年度入学者） 国際教務課長 出願者 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教務課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 調査・照会（Integrated Science Program）（平成２９年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 その他 その他 雑件（Integrated Science Program）（平成２９年度） 国際教務課長 現代日本学プログラム担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課現代日本学プログラム・ISP担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育　会議資料 国際連携課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 国立大学改革強化推進補助金 国際連携課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 道内連携準備教育　 １ 国際連携課長 現代日本学プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 地域との交流事業に関するもの 留学生と地域との交流関係（平成２６年度） 国際交流課長 国際オフィサー 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 地域との交流事業に関するもの 留学生と地域との交流関係（平成２７年度） 国際交流課長 国際オフィサー 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 地域との交流事業に関するもの 留学生と地域との交流関係（平成２８年度） 国際交流課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 札商アジアンブリッジプログラム（平成２４年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生の受入れに関する特別プログラムに関するもの 札商アジアンブリッジプログラム（平成２５年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 契約関係 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金出納簿(H２３年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金出納簿(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金出納簿(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金出納簿(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金出納簿(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金領収証書用紙受払簿(H２３年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金領収証書用紙受払簿(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金領収証書用紙受払簿(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金領収証書用紙受払簿(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金領収証書用紙受払簿(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 現金出納簿・現金領収証書用紙受払簿(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄 現金出納簿とファイルを統合

国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 日本学生支援機構借り上げ宿舎支援事業関係（H２３年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 日本学生支援機構借り上げ宿舎支援事業関係（H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 日本学生支援機構借り上げ宿舎支援事業関係（H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 日本学生支援機構借り上げ宿舎支援事業関係（H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 日本学生支援機構借り上げ宿舎支援事業関係（H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 日本学生支援機構借り上げ宿舎支援事業関係（H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設業務日誌(H２３年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設業務日誌(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設業務日誌(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設業務日誌(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設業務日誌(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設業務日誌(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設現金領収（控）(H２３年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設現金領収（控）(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設現金領収（控）(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設現金領収（控）（平成２２年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設現金領収（控）(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設現金領収（控）(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設光熱水料請求関係(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設光熱水料請求関係(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設光熱水料請求関係(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設購入依頼書（控）(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設購入依頼書（控）(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設購入依頼書（控）(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設債権発生(H２３年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設債権発生(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設債権発生(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設債権発生（平成２２年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 外国人研究者等宿泊施設債権発生(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 債権計上関係(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 債権計上関係・現金領収証書（控）(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 借上宿舎債権発生(H２２年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 借上宿舎債権発生(H２３年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 借上宿舎債権発生(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 借上宿舎債権発生(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 借上宿舎債権発生(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 借上宿舎債権計上関係(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居・退去関係(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居・退去関係(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居・退去関係(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居・退去関係(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居・退去関係(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居届・誓約書(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居届・誓約書(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居届・誓約書(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居届・誓約書(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設入居届・誓約書(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設物品確認書(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設物品確認書(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 外国人研究者等宿泊施設物品確認書(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 借上宿舎入居関係(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 借上宿舎入居関係(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 借上宿舎入居関係(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 借上宿舎入居関係(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎入退去に関するもの 借上宿舎入居関係(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの チューター謝金関係(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの チューター謝金関係(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの チューター謝金関係(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの チューター関係(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの チューター関係(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの 外国人留学生用宿舎の債務計上票(H２２年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの 外国人留学生用宿舎の債務計上票(H２３年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
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国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの 外国人留学生用宿舎の債務計上票(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの 外国人留学生用宿舎の債務計上票(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの 外国人留学生用宿舎の債務計上票(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 債務計上票(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 債務計上票(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの 外国人留学生用宿舎等の仕様書関係(H２３年度) 国際支援課長 留学生企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの 外国人留学生用宿舎等の仕様書関係(H２４年度) 国際支援課長 生活支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの 外国人留学生用宿舎等の仕様書関係(H２５年度) 国際支援課長 生活支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生用宿舎に関するもの 外国人留学生用宿舎等の仕様書関係(H２６年度) 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 仕様書関係(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 新規渡日留学生の支援に関するもの オリエンテーション（平成２８年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 新規渡日留学生の支援に関するもの 留学生サポーター制度（平成２８年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度（平成２２年度） 国際支援課長 留学生支援担当 2010年度 未定 全ての連帯保証終了から５年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度（平成２３年度） 国際支援課長 留学生支援担当 2011年度 未定 全ての連帯保証終了から５年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度（平成２４年度） 国際支援課長 留学生支援担当 2012年度 未定 全ての連帯保証終了から５年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度（平成２５年度） 国際支援課長 留学生支援担当 2013年度 未定 全ての連帯保証終了から５年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度（平成２６年度） 国際支援課長 特定専門職員 2014年度 未定 全ての連帯保証終了から５年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度（平成２７年度） 国際交流課長 特定専門職員 2015年度 未定 全ての連帯保証終了から５年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度（平成28年度） 国際交流課長 特定専門職員 2016年度 未定 全ての連帯保証終了から５年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　事故記録　個別対応件（平成２４年度） 国際交流課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　事故記録　個別対応件（平成２５年度） 国際交流課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　事故記録　個別対応件（平成２６年度） 国際交流課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　事故記録　個別対応件（平成２７年度） 国際交流課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　事故記録　個別対応件（平成28年度） 国際交流課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　事故記録（平成２４年度） 国際交流課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　事故記録（平成２５年度） 国際交流課長 特定専門職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　事故記録（平成２６年度） 国際交流課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　事故記録（平成２７年度） 国際交流課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生住宅総合補償　申込取消・返金・帳票・他（平成２７年度） 国際交流課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　入居申込書（平成２６年度） 国際交流課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　入居申込書（平成２７年度） 国際交流課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　入居申込書（平成28年度） 国際交流課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　契約一括確認（平成２５年度） 国際交流課長 留学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　契約一括確認（平成２６年度） 国際交流課長 留学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　契約一括確認（平成２７年度） 国際交流課長 留学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　契約一括確認（平成２８年度） 国際交流課長 留学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　決裁等資料① 国際交流課長 特定専門職員 2013年度 未定 全ての連帯保証終了から5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　決裁等資料② 国際交流課長 特定専門職員 2013年度 未定 全ての連帯保証終了から5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 賃貸住宅連帯保証制度　制度改定資料 国際交流課長 特定専門職員 2011年度 未定 全ての連帯保証終了から5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生住宅総合補償　説明会資料　② 国際交流課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生住宅総合補償　説明会資料　③ 国際交流課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生の社員寮入居関係（平成２４年度） 国際支援課長 留学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生の社員寮入居関係（平成２５年度） 国際支援課長 留学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生の社員寮入居関係（平成２６年度） 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生の社員寮入居関係（平成２７年度） 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生の社員寮入居関係（平成２８年度） 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生住宅総合補償　加入者名簿（平成２４年度） 国際支援課長 留学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生住宅総合補償　加入者名簿（平成２５年度） 国際支援課長 留学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生住宅総合補償　加入者名簿（平成２６年度） 国際支援課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生住宅総合補償　加入者名簿（平成２７年度） 国際交流課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 留学生住宅総合補償　加入者名簿（平成28年度） 国際交流課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生用宿舎入居不許可者に対する補助 留学生用宿舎不許可者に対する特別サポート（平成２２年度） 国際支援課長 留学生支援担当 2010年度 未定 全ての連帯保証終了から5年 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 北海道大学外国人留学生後援会（平成２４年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 北海道大学外国人留学生後援会（平成２５年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 北海道大学外国人留学生後援会（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 北海道大学外国人留学生後援会（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生の民間アパート・公共宿舎・民間社員寮への入居に関するもの 北海道大学外国人留学生後援会（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生ビザに関するもの 外国人研究者在留資格認定証明書取次（平成２８年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 関道子留学生支援基金（平成２４年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 関道子留学生支援基金（平成２５年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 関道子留学生支援基金（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 関道子留学生支援基金（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 関道子留学生支援基金（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 北海道大学国際婦人交流会（平成２４年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 北海道大学国際婦人交流会（平成２５年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 北海道大学国際婦人交流会（平成２６年度） 国際支援課長 生活支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 北海道大学国際婦人交流会（平成２７年度） 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 北海道大学国際婦人交流会（平成２８年度） 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎光熱水料請求関係(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎光熱水料請求関係(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎購入依頼書（控）(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎購入依頼書（控）(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎入居・退去関係(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎入居・退去関係(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎入居届・誓約書(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎入居届・誓約書(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎業務日誌(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄 新規追加
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 調査・回答 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 調査・回答(平成２８年度） 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 営繕契約 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎退居届・明渡届(H２７年度) 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 留学生宿舎退居届・明渡届(H２８年度) 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 予算執行振替伝票（H２７年度） 国際交流課長 生活支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 予算執行振替伝票（H２８年度） 国際交流課長 生活支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課生活支援担当 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生サポートデスク関係（平成２６年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生サポートデスク関係（平成２７年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生サポートデスク関係（平成２８年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生システム　連絡先届　メールアドレス（平成２６年度） 国際支援課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生システム　連絡先届　メールアドレス（平成２７年度） 国際交流課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生システム　連絡先届　メールアドレス（平成28年度） 国際交流課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生システム　送信済メール　決裁（平成２６年度） 国際交流課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生システム　送信済メール　決裁（平成２７年度） 国際交流課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生システム　送信済メール　決裁（平成28年度） 国際交流課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生システム　構築② 国際交流課長 特定専門職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課特定専門職員 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの ZENゼミ（平成２８年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務国際オフィサー 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生支援に関する謝金（平成２６年度） 国際支援課長 国際交流課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生支援に関する謝金（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの 留学生支援に関する謝金（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの JASSO札幌国際交流会館賃貸借（平成２６年度） 国際支援課長 国際交流課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの JASSO札幌国際交流会館賃貸借（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの JASSO札幌国際交流会館賃貸借（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 住環境プラットフォーム（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 住環境プラットフォーム（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 北大インターナショナルハウス伏見開設（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生及び外国人研究者等宿舎に関するもの 北２８条借上宿舎開設（平成２8年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学生への情報提供・生活支援に関するもの ホームページ（平成２８年） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 外国人留学生等の受入に関するもの 留学生フェアウェルパーティー・ウェルカムパーティー（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課課長補佐 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学情報の提供に関するもの 海外留学フェア（平成２６年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 国際教務課長 国際部国際教務課長 廃棄
国際部国際教務課 国際交流関係文書 留学情報の提供に関するもの 海外留学フェア（平成２７年度） 国際連携課長 国際オフィサー 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 国際教務課長 国際部国際教務課長 廃棄
国際本部留学生センター事務 学務関係文書 他の累計に該当しない教務処理に関するもの 全学教育科目授業関係（平成26年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 学務関係文書 他の累計に該当しない教務処理に関するもの 全学教育科目授業関係（平成27年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 全学日本語授業関係（平成26年度) 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 全学日本語授業関係（平成27年度) 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 全学日本語授業関係（平成28年度) 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修コース授業関係（平成26年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修コース授業関係（平成27年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語・日本文化研修コース授業関係（平成２８年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語研修コース授業関係（平成26年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語研修コース授業関係（平成27年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 廃棄
国際部国際教育研究センター事務 国際交流関係文書 国際本部留学生センターが担当する外国人留学生受入プログラムに関するもの 日本語研修コース授業関係（平成28年度) 国際教務課長 留学生交流担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際部国際教務課留学生受入担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 学務関係文書 卒業及び修了に関するもの 修了証書（平成4年度～） 留学生課長 専門職員（センター担当） 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 副総括文書管理者が判断
国際本部留学生センター事務 学務関係文書 学生の成績に関するもの 一般・全学日本語成績（平成3年度～） 留学生課長 専門職員（センター担当） 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 副総括文書管理者が判断
国際本部留学生センター事務 学務関係文書 学生の成績に関するもの 日本語・日本文化研修コース成績（平成3年度～） 留学生課長 専門職員（センター担当） 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際教育研究センター事務 学務関係文書 学生の成績に関するもの 日本語・日本文化研修コース履修証明（昭和57年度～） 留学生課長 専門職員（センター担当） 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 副総括文書管理者が判断
国際本部留学生センター事務 学務関係文書 学生の成績に関するもの 日本語研修コース成績（平成３年度～） 留学生課長 専門職員（センター担当） 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 副総括文書管理者が判断
国際本部留学生センター事務 学務関係文書 入学試験等に関するもの 留学生センター研究生（平成６年度～） 留学生課長 専門職員（センター担当） 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 副総括文書管理者が判断
国際本部留学生センター事務 学務関係文書 入学試験等に関するもの 留学生センター研究生（平成２２年度～） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 副総括文書管理者が判断
国際本部留学生センター事務 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 留学生センター年報（保存用） 留学生課長 留学生交流担当 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 副総括文書管理者が判断
国際本部留学生センター事務 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの 留学生センター年報（平成24年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの 留学生センター年報（平成25年度） 国際支援課長 留学生交流担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 廃棄
国際本部留学生センター事務 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの 留学生センター年報（平成26年度） 国際教務課長 留学生交流担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際教務課長 国際本部国際教務課留学生交流担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 研修に関するもの 北海道大学留学生担当職員研修（平成26年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 研修に関するもの 北海道大学留学生担当職員研修（平成28年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 留学生交流支援制度（長期派遣）（平成２４年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 留学生交流支援制度（長期派遣）（平成２５年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 海外留学支援制度（長期派遣）（平成２6年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 海外留学支援制度（大学院学位取得型）（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 学生派遣に関するもの 海外留学支援制度（大学院学位取得型）（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学・ニトリ海外留学奨学金（平成２４年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学・ニトリ海外留学奨学金（平成２5年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学・ニトリ海外留学奨学金（平成２6年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学・ニトリ海外留学奨学金（平成２7年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
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国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学・ニトリ海外留学奨学金（平成２8年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 七国立大学法人留学生課長等会議（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 七国立大学法人留学生課長等会議（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 七国立大学法人留学生課長等会議（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 七国立大学法人留学生課長等会議（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 留学生センター長及び留学生課長等合同会議（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 留学生センター長及び留学生課長等合同会議（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 留学生センター長及び留学生課長等合同会議（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 留学生センター長及び留学生課長等合同会議（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 時間外労働命令簿（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 交換留学関係（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 交換留学関係（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 交換留学関係（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 交換留学関係（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 交換留学関係（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの クラーク記念財団奨学金（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの クラーク記念財団奨学金（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの クラーク記念財団奨学金（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの クラーク記念財団奨学金（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの クラーク記念財団奨学金（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 日加コンソーシアム（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 日加コンソーシアム（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 日加コンソーシアム（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 日加コンソーシアム（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 日加コンソーシアム（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成24年度グローバル人材育成推進事業 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成25年度グローバル人材育成推進事業 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成26年度グローバル人材育成推進事業 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成27年度グローバル人材育成推進事業 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成28年度グローバル人材育成推進事業 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学海外短期語学研修助成金（平成２４年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学海外短期語学研修助成金（平成２５年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学海外短期語学研修助成金（平成２6年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学海外短期語学研修助成金（平成２7年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学海外短期語学研修助成金（平成２8年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学フロンティア基金新渡戸カレッジ（海外留学）奨学金（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学フロンティア基金新渡戸カレッジ（海外留学）奨学金（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学フロンティア基金新渡戸カレッジ（海外留学）奨学金（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 北海道大学フロンティア基金新渡戸カレッジ（海外留学）奨学金（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 各種委員会委員に関するもの 新渡戸カレッジ運営会議留学支援専門委員会（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 各種委員会委員に関するもの 留学支援小委員会（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 各種委員会委員に関するもの 留学支援小委員会（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大サマープログラム（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大サマープログラム（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大サマープログラム（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大サマープログラム（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大サマープログラム（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大スプリングプログラム（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大スプリングプログラム（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大スプリングプログラム（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大スプリングプログラム（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書  協定大学への学生派遣に関するもの 北大スプリングプログラム（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 外国政府等・民間団体奨学金（派遣）関係（平成２４年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 外国政府等・民間団体奨学金（派遣）関係（平成２５年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 外国政府等・民間団体奨学金（派遣）関係（平成２6年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 外国政府等・民間団体奨学金（派遣）関係（平成２7年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学以外への学生派遣に関する奨学金に関するもの 外国政府等・民間団体奨学金（派遣）関係（平成２8年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 学生派遣に関するもの 官民協働海外留学支援制度トビタテ留学JAPAN（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 学生派遣に関するもの 官民協働海外留学支援制度トビタテ留学JAPAN（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 海外ラーニング・サテライト実施報告書・次年度計画書（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 海外ラーニング・サテライト実施報告書・次年度計画書（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 その他 その他 雑件（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 その他 その他 雑件（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの SSSV（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの JASSO短期派遣短期受入れ（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの JASSO短期派遣短期受入れ（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの JASSO協定派遣協定受入れ（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの JASSO協定派遣協定受入れ（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 留学カウンセリングシート（平成24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 留学カウンセリングシート（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 留学カウンセリングシート（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 留学カウンセリングシート（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 留学カウンセリングシート（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの JCSOS登録（平成23・24年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの JCSOS登録（平成25年度） 国際支援課長 留学生企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの JCSOS登録（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの JCSOS登録（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの JCSOS登録（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 留学情報の提供に関するもの 留学説明会関係（平成26・27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 留学情報の提供に関するもの 留学説明会関係（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 学生派遣に関するもの 海外インターンシップ（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 学生派遣に関するもの 国際インターンシップ（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 会計関係文書 債主登録に関するもの 債主登録データシート控え（平成27年） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 会計関係文書 債主登録に関するもの 債主登録データシート控え（平成28年） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの ファースト・ステップ・プログラム（FSP）（平成２５年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際オフィサー 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの ファースト・ステップ・プログラム（FSP）（平成２４年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際オフィサー 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの ファースト・ステップ・プログラム（FSP）（平成２6年度） 国際教務課長 国際オフィサー 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際オフィサー 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの ファースト・ステップ・プログラム（FSP）（平成２7年度） 国際教務課長 国際オフィサー 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際オフィサー 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの ファースト・ステップ・プログラム（FSP）（平成２8年度） 国際教務課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際オフィサー 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 留学情報の提供に関するもの 北大生を『グローバルに活躍する』気にさせるセミナー（Ｇセミ）（平成25年度） 国際支援課長 国際オフィサー 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際オフィサー 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 留学情報の提供に関するもの 北大生を『グローバルに活躍する』気にさせるセミナー（Ｇセミ）（平成26年度） 国際教務課長 国際オフィサー 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際オフィサー 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 留学情報の提供に関するもの 北大生を『グローバルに活躍する』気にさせるセミナー（Ｇセミ）（平成27年度） 国際教務課長 国際オフィサー 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際オフィサー 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 留学情報の提供に関するもの 北大生を『グローバルに活躍する』気にさせるセミナー（Ｇセミ）（平成28年度） 国際教務課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際オフィサー 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 短期留学スペシャルプログラム（平成26年度） 国際教務課長 特定専門職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 短期留学スペシャルプログラム（平成27年度） 国際教務課長 特定専門職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 短期留学スペシャルプログラム（平成28年度） 国際教務課長 特定専門職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 海外ラーニング・サテライト（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 海外ラーニング・サテライト（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 海外ラーニング・サテライト（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査・照会（平成26年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査・照会（平成27年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外からの各種文書 各種調査・照会（平成28年度） 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 学生派遣に関するもの 北大生のための留学ガイド 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 学生派遣の危機管理に関するもの 引率者マニュアル等作成WG 国際教務課長 国際オフィサー 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関する奨学金に関するもの 新渡戸カレッジ奨学金関係 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 協定大学への学生派遣に関するもの 短期留学スペシャルプログラム収入規程 国際教務課長 留学生企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課学生派遣担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの トップランナーとの協働教育機会拡大支援事業「Ａ：先導型」（平成２７年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 会計関係文書 予算の配分に関するもの トップランナーＡ　予算配分・執行関係（平成２７年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 各種調査・照会（平成２７年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 各種調査・照会（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの ＨＳＩ　広報関係（平成２７年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの ＨＳＩ　広報関係（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 会計関係文書 契約に関するもの ＨＳＩ　契約関係（平成２７年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 会計関係文書 契約に関するもの ＨＳＩ　契約関係（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２７年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 会計関係文書 取引に関する書類 債務計上票（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの Hokkaidoサマー・インスティテュート２０１６（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 管理運営関係文書 中期目標，中期計画及び年度計画の作成に関するもの 中期目標・中期計画関係（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1   大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際交流課 会計関係文書 予算の配分に関するもの サマーインスティテュート　予算配分・執行関係（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 留学生ビザに関するもの 海外学生VISA関係（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 外国人留学生の奨学金支給に関するもの 海外留学支援制度（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理関係（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 学務関係文書 授業に関するもの 学生アンケート（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 副総括文書管理者が判断
国際部国際交流課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの HSI開講授業科目関係（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 学務関係文書 他の類型に該当しない教務処理に関するもの 教務関係（平成２８年度） 国際交流課長 サマーインスティテュート担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課サマーインスティテュート担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２４年度大学の世界展開力強化事業 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２５年度大学の世界展開力強化事業 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２６年度大学の世界展開力強化事業 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２７年度大学の世界展開力強化事業 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２８年度大学の世界展開力強化事業 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２４年度「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム（PAREプログラム）」（平成２４年度採択） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２５年度「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム（PAREプログラム）」（平成２４年度採択） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２６年度「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム（PAREプログラム）」（平成２４年度採択） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２７年度「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム（PAREプログラム）」（平成２４年度採択） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２８年度「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム（PAREプログラム）」（平成２４年度採択） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２６年度「極東・北極圏の持続可能な環境・文化・開発を牽引する専門家育成プログラム（RJE３プログラム）」（平成２６年度採択） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２７年度「極東・北極圏の持続可能な環境・文化・開発を牽引する専門家育成プログラム（RJE３プログラム）」（平成２６年度採択） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄
国際部国際交流課 国際交流関係文書 本学が主催する諸行事に関するもの 平成２８年度「極東・北極圏の持続可能な環境・文化・開発を牽引する専門家育成プログラム（RJE３プログラム）」（平成２６年度採択） 国際連携課長 国際連携課・総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 国際部国際交流課共同教育プログラム担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 教育，研究組織等の設置及び改廃に関する学内資料等 国際連携研究教育局（GI-CoRE）（平成２５年度） 企画課長 企画課企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 教育，研究組織等の設置及び改廃に関する学内資料等 国際連携研究教育局（GI-CoRE）（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 教育，研究組織等の設置及び改廃に関する学内資料等 国際連携研究教育局（GI-CoRE）（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 教育，研究組織等の設置及び改廃に関する学内資料等 国際連携研究教育局（GI-CoRE）（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２６年 度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２７年 度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 文書の収受，発送の記録 文書収受発送簿（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿・休暇簿（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿・休暇簿（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の勤務の状況が記録されたもの 出勤簿・休暇簿（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 取引に関する書類 海外ユニット教員宿舎の債務計上票（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 取引に関する書類 海外ユニット教員宿舎の債務計上票（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 取引に関する書類 海外ユニット教員宿舎の債務計上票（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 概算要求に関するもの（各部局） 概算要求書及び関連資料（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 概算要求に関するもの（各部局） 概算要求書及び関連資料（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 概算要求に関するもの（各部局） 概算要求書及び関連資料（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令簿(平成２６年度） 国際支援課長 国際課支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令簿(平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の出張に関するもの 旅行命令簿(平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の定員及び現員に関するもの 人事関連（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の定員及び現員に関するもの 人事関連（平成２７年度） 国際交流課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の定員及び現員に関するもの 人事関連（平成２８年度） 国際交流課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 科学研究費補助金の経理に関するもの 科研費関係（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 科学研究費補助金の経理に関するもの 科研費関係（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 科学研究費補助金の経理に関するもの 科研費関係（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算関係（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 GI-CoRE庶務関係（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 GI-CoRE庶務関係（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 他の類型に該当しない学内外の各種文書 GI-CoRE庶務関係（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 本学が主催する記念行事及びこれ総長主催「２１世紀超スマート社会に関するフォーラム」（平成２８年５月） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 その他評価に関するもの グローバルステーション中間評価 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 １０年 2027/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の定員及び現員に関するもの 人事委員会資料（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の定員及び現員に関するもの 人事委員会資料（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 職員の定員及び現員に関するもの 人事委員会資料（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 中期目標・中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画・実績報告　中期計画（平成２７年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 中期目標・中期計画及び年度計画の作成に関するもの 年度計画・実績報告　中期計画（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際連携研究教育局（GI-CoRE)運営委員会（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際連携研究教育局（GI-CoRE)運営委員会（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 各種委員会等の記録に関するもの 国際連携研究教育局（GI-CoRE)運営委員会（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 副総括文書管理者が判断
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 職員宿舎に関するもの GI-CoRE宿舎（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 職員宿舎に関するもの GI-CoRE宿舎（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 会計関係文書 職員宿舎に関するもの GI-CoRE宿舎（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの GI-CoRE広報・印刷物（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの GI-CoRE広報・印刷物（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの GI-CoRE広報・印刷物（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反・健康診断（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 人事関係文書 利益相反に関するもの 利益相反・健康診断（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究協力関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 安全衛生関係①（HORCS・アイソトープ）（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究協力関係文書 放射性同位元素等管理に関するもの 安全衛生関係①（HORCS・アイソトープ）（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 安全衛生関係②（安全教育・不正防止）（平成２６年度） 国際支援課長 国際支援課・国際連携研究教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 安全衛生関係②（安全教育・不正防止）（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究助成関係文書 研究関連不正の防止に関するもの 安全衛生関係②（安全教育・不正防止）（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究協力関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの/病原体等使用実験に関するもの 安全衛生関係③（化学物質・遺伝子･病原体）（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究協力関係文書 遺伝子組換え実験に関するもの/病原体等使用実験に関するもの 安全衛生関係③（化学物質・遺伝子･病原体）（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究協力関係文書 安全保障輸出管理に関するもの 安全保障輸出管理（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究協力関係文書 共同研究, 受託研究, 受託研究員等に関するもの 契約関係（共同研究・招聘教員・委託研究）（平成２７年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
国際連携研究教育局事務 研究協力関係文書 共同研究, 受託研究, 受託研究員等に関するもの 契約関係（共同研究・招聘教員・委託研究）（平成２８年度） 国際交流課長 国際交流課・国際連携研究教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 国際連携課長 国際部国際連携課国際連携研究教育担当 廃棄
総務企画部情報企画課 その他 その他 構内通行証（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 その他 その他 構内通行証（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 その他 その他 構内通行証（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常置委員会（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常置委員会（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常置委員会（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常置委員会（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常置委員会（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 運営委員会常任委員会（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会(平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 協議員会（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 各種委員会等関係(平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 各種委員会等関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 各種委員会等関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 各種委員会等関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 各種委員会等関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 次期システム計画委員会　 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 大型計算機センター設置調査委員会議事要録綴　1～3 大型計算機センター事務長 庶務係 1967年度 1968/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 インターネットバックボーン運用連絡会・インターネット研究会 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 地域ネットワーク専門委員会（LAN) 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会と学術情報委員会の統合関係（H9.6～） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 学術情報委員会 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 学術情報委員会　学術情報データベース専門委員会 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 学術情報委員会　広報オンライン化専門委員会 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 事務連絡会議（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 役員会（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 経営協議会（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育研究評議会（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 部局長等連絡会議（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報セキュリティ委員会関係（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報セキュリティ委員会関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報セキュリティ委員会関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報セキュリティ委員会関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報セキュリティ委員会関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報セキュリティ委員会関係（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 センター長会議（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 全国共同利用情報基盤センター長会議（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 全国共同利用情報基盤センター長会議（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 全国共同利用情報基盤センター長会議（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
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総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 全国共同利用情報基盤センター長会議（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 全国共同利用情報基盤センター長会議（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 全国共同利用情報基盤センター長会議（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 全国共同利用情報基盤センター長会議（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 運用会議議事要録（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 業務連絡会 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 事務協議会綴　 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 事務長会綴 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 八センター間会議 常置委員会 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 国立大学情報教育センター協議会（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 国立大学情報教育センター協議会（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 国立大学情報教育センター協議会（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 国立大学情報教育センター協議会（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 国立大学情報教育センター協議会（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 国立大学情報教育センター協議会（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 国立大学情報教育センター協議会（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 国立大学情報教育センター協議会（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 国立大学情報教育センター協議会（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 東北・北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 東北・北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 東北・北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 東北・北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 東北・北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 東北・北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 東北・北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 東北・北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 大学ICT推進協議会（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 大学ICT推進協議会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 大学ICT推進協議会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 大学ICT推進協議会（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 大学ICT推進協議会（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 大学ICT推進協議会（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 HPCI関係（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 HPCI関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 その他会議 HPCI関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 公印 公印 公印使用簿（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 公印 公印 公印使用簿（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 公印 公印 公印使用簿（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 公印 公印 公印使用簿（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 見学申込書（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 見学申込書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 見学申込書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 見学申込書（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 見学申込書（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 北大時報原稿・概要・リテラポプリ規程集関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 北大時報原稿・概要・リテラポプリ規程集関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 北大時報原稿・月間行事予定関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 北大時報原稿・月間行事予定関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 広報・情報公開 情報公開 北大時報原稿・月間行事予定関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 行事・式典 式典 120周年記念行事関係 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 行事・式典 式典 開所式関係 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 行事・式典 式典 大型計算機センター創立十周年記念式典関係綴 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 テクニカルレポート（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 委員会等委員名簿（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 外部評価報告書（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 外部評価報告書（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 外部評価報告書（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 外部評価報告書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 規程集（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 研究開発論文集（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用大型計算機センター職員録（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 全国共同利用情報基盤センター職員録（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター三十年史 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 その他 委嘱関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 委嘱関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 委嘱関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 委嘱関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 委嘱関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 労働災害関係（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 労働災害関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 労働災害関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 身分証明書発行台帳（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 人事 その他 身分証明書発行台帳(ICカード）（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 その他 身分証明書発行台帳(ICカード）（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 その他 身分証明書発行台帳(ICカード）（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 その他 身分証明書発行台帳(ICカード）（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 その他 身分証明書発行台帳(ICカード）（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 その他 身分証明書発行台帳(ICカード）（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 その他 人事課・通知・規程等（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 人事課・通知・規程等（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 人事課・通知・規程等（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 人事課・通知・規程等（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 人事課・通知・規程等（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 栄典 栄典関係（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 給与関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 給与関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 給与関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 給与関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 給与関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（期末・勤勉・寒冷地）（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（期末・勤勉・寒冷地）（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（期末・勤勉・寒冷地）（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 諸手当関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 住居手当認定簿・届出書（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 住居手当認定簿・届出書（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 住居手当認定簿・届出書（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 住居手当認定簿・届出書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 住居手当認定簿・届出書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 住居手当認定簿・届出書（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 住居手当認定簿・届出書（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 単身赴任手当認定簿・届出書 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 通勤手当認定簿・届出書（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 通勤手当認定簿・届出書（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 通勤手当認定簿・届出書（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 通勤手当認定簿・届出書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 通勤手当認定簿・届出書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 通勤手当認定簿・届出書（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 通勤手当認定簿・届出書（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 扶養手当認定簿・届出書 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 プルーフリスト（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 プルーフリスト（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 プルーフリスト（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 プルーフリスト（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 プルーフリスト（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 プルーフリスト（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 給与 プルーフリスト（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 社会保険 雇用保険関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 社会保険 雇用保険関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 社会保険 雇用保険関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 健康診断 健康診断（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 健康診断 健康診断（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 健康診断 健康診断（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 健康診断 健康診断（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 健康診断 健康診断（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 研修 研修関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 研修 研修関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 研修 研修関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 休暇簿（平成２４年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 休暇簿（平成２５年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 休暇簿（平成２６年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 休暇簿（平成２７年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 休暇簿（平成２8年） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 勤務時間報告書（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 勤務時間報告書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 勤務時間報告書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 勤務時間報告書（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 勤務時間報告書（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 振替通知簿（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 振替通知簿（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 振替通知簿（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 振替通知簿（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 振替通知簿（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（定員内）（平成２2年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2010年 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（定員内）（平成２3年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（定員内）（平成２４年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（定員内）（平成２５年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（定員内）（平成２６年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（定員内）（平成２７年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（定員内）（平成２8年） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（非常勤）（平成２2年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（非常勤）（平成２3年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（非常勤）（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（非常勤）（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（非常勤）（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（非常勤）（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 出勤簿（非常勤）（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 就業管理システム関係（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 就業管理システム関係（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 就業管理システム関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 就業管理システム関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 就業管理システム関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 就業管理システム関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 就業管理システム関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 入試手当関係（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 入試手当関係（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 入試関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 入試関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 入試関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 入試関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 出勤管理 入試関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 調査 人事調査（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 調査 人事調査（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 調査 人事調査（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 調査 人事調査（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 調査 人事調査（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 外国人教員（旧客員Ⅲ種）（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 外国人教員（旧客員Ⅲ種）（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 教員公募関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 教員公募関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 教員公募関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 任免関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 任免関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 任免関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 任免関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 任免関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 非常勤職員関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 非常勤職員関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 非常勤職員関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 非常勤職員関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 任免 非常勤職員関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 勤務評定（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 勤務評定（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 勤務評定（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 勤務評定（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 勤務評定（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 兼業・併任（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 兼業・併任（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 兼業・併任（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 兼業・併任（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 兼業・併任（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 身上調書（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 身上調書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 身上調書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 身上調書（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 服務 身上調書（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 財形貯蓄関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 財形貯蓄関係(平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 財形貯蓄関係(平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 財形貯蓄関係(平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 財形貯蓄関係(平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 福利厚生（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 福利厚生（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 福利厚生（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 文部科学省共済組合保険事業（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 文部科学省共済組合保険事業（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 福利厚生 文部科学省共済組合保険事業（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 共済組合申告関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 共済組合申告関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 共済組合申告関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 共済組合申告関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 共済組合申告関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 長期給付関係・退職共済年金関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 長期給付関係・退職共済年金関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 長期給付関係・退職共済年金関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 長期給付関係・退職共済年金関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 共済 長期給付関係・退職共済年金関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 旅行依頼　　 旅行命令・依頼関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 旅行依頼　　 旅行命令・依頼関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 旅行依頼　　 旅行命令・依頼関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 旅行依頼　　 旅行命令・依頼関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 旅行依頼　　 旅行命令・依頼関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 過半数代表 過半数代表候補者選挙関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 過半数代表 過半数代表候補者選挙関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 過半数代表 過半数代表候補者選挙関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 過半数代表 過半数代表候補者選挙関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 過半数代表 過半数代表候補者選挙関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 管理 管理 衛生管理関係 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 調査 調査 庶務調査（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 調査 調査 庶務調査（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 調査 調査 庶務調査（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 調査 調査 庶務調査（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 調査 調査 庶務調査（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 学務 学務 全学教育関係・学生周知関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 学務 学務 全学教育関係・学生周知関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 学務 学務 全学教育関係・学生周知関係（平成２6年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 学務 学務 全学教育関係・学生周知関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 学務 学務 全学教育関係・学生周知関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 各センター関係（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 各センター関係（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 各センター関係（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 全国共同利用情報基盤センター関係（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 全国共同利用情報基盤センター関係（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 全国共同利用情報基盤センター関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 全国共同利用情報基盤センター関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 全国共同利用情報基盤センター関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 全国共同利用情報基盤センター関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 全国共同利用情報基盤センター関係（平成２8年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 庶務一般（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 庶務一般（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 庶務一般（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 庶務一般（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 庶務一般（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 法人文書ファイル管理簿（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 法人文書ファイル管理簿（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 法人文書ファイル管理簿（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 法人文書ファイル管理簿（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 法人文書ファイル管理簿（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 法人文書ファイル管理簿 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 点検評価関係（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 点検評価関係（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 点検評価関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 点検評価関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 点検評価関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 点検評価関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 点検評価関係（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 法人化に関する中期的目標等 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 中期目標・中期計画等関係（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 中期目標期間評価 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 大学情報データベース関係（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 大学情報データベース関係（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 その他の文書 大学情報データベース関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・情総）（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・情総）（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・情総）（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・情総）（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大・情総）（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 事務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成１６年） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成１７年） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成１８年） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成１９年） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成２０年） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成２１年） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成２２年） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成２３年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成２４年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成２５年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成２６年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成２７年） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書収受 文書収受簿発送簿（平成２8年） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 法令 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 法令 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 法令 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 法令 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 法令 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 国際交流 協定関係 協定関係（インターンシップ等含む）（平成２２年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 国際交流 協定関係 協定関係（インターンシップ等含む）（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 国際交流 協定関係 協定関係（インターンシップ等含む）（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 国際交流 協定関係 協定関係（インターンシップ等含む）（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 国際交流 協定関係 協定関係（インターンシップ等含む）（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 国際交流 協定関係 協定関係（インターンシップ等含む）（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 総務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 国際交流 協定関係 協定関係（インターンシップ等含む）（平成２8年度） 総務企画部情報企画課長 総務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
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総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（センター内）（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学外）（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成元年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
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総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 法令 規程 規程（学内）（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会計 営繕 不動産監守計画不動産監守状況報告（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 営繕 不動産監守計画不動産監守状況報告（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 営繕 不動産監守者等指定報告書（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 営繕 不動産台帳（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会計 営繕 不動産台帳（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会計 経理 科学研究費収支補助簿（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2012年度 2013/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 科学研究費収支補助簿（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2013年度 2014/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 科学研究費収支補助簿（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2014年度 2015/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 科学研究費収支補助簿（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 科学研究費収支補助簿（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 共同研究費・受託研究費収支補助簿（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2014年度 2015/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 共同研究費・受託研究費収支補助簿（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 共同研究費・受託研究費収支補助簿（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 基準給与簿（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 予算振替書（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 予算振替書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 予算振替書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 予算振替書（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 予算振替書（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 利用負担金関係諸票（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 利用負担金関係諸票（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 利用負担金関係諸票（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 利用負担金関係諸票（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 利用負担金関係諸票（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 債務計上票 （平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 債務計上票 （平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 債務計上票 （平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 経理 債務計上票 （平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 用度 物品管理簿 大型計算機センター事務長 会計係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会計 資産 物品管理関係 （平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 資産 物品管理関係 （平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 資産 予算配分通知書（情報基盤センター）（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 資産 予算配分通知書（情報基盤センター）（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 資産 予算配分通知書（情報環境推進本部）（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 資産 予算配分通知書（情報環境推進本部）（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 会計関係通知・照会（予算関係）（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 主計課通知・照会（予算関係）（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 会計関係通知・照会（その他）（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 経理課通知・照会（その他）（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 契約関係通知・照会（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 調達課通知・照会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 給与・共済関係通知・照会（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 総務企画部通知・照会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 資産・施設関係通知・照会（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 資産・施設関係通知・照会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 図書関係通知・照会（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 図書関係通知・照会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 その他通知・照会（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 その他 その他通知・照会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（平成２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（平成４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（平成６年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（平成８年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 大型計算機センター要覧（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター要覧（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター要覧（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター要覧（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター要覧（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター要覧（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター要覧（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター要覧（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター要覧（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター概要（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター概要（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター概要（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター概要（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター概要（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター英文要覧（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター英文概要(平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター英文概要（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター英文概要(平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター英文概要(平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 情報基盤センター英文概要(平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 科学研究費助成事業（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 科学研究費助成事業（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 科学研究費助成事業（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 科学研究費助成事業（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 科学研究費助成事業（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 科学研究費助成事業（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 研究助成（平成２6年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 研究助成（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 国際交流 外国人留学生 留学生・研究生（平成２6年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 国際交流 外国人留学生 留学生・研究生（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 国際交流 外国人留学生 留学生・研究生（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用委員会（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用委員会（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用委員会（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用委員会（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用委員会（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用委員会（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用委員会（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 共同利用・共同研究担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会（平成２6年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用システム利用専門委員会（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用システム利用専門委員会（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用システム利用専門委員会（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用システム利用専門委員会（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用システム利用専門委員会（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 全国共同利用システム利用専門委員会（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム利用専門委員会（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 共同利用・共同研究担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム利用専門委員会（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム利用専門委員会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム利用専門委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム利用専門委員会（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム利用専門委員会（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム利用専門委員会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 センター公募型共同研究（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 センター公募型共同研究（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 センター公募型共同研究（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 センター公募型共同研究（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 センター公募型共同研究（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 受託研究・共同研究（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 共同利用・共同研究担当 2010年度 2011/4/1 契約期間終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 受託研究・共同研究（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 契約期間終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 受託研究・共同研究（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 契約期間終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 受託研究・共同研究（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 契約期間終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 受託研究・共同研究（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 契約期間終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 受託研究・共同研究（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 契約期間終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 研究協力 助成 受託研究・共同研究（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 契約期間終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和４４年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1969年度 1970/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成元年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成２年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成３年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成４年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成５年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成６年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成７年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成８年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成９年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「センターニュース」（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和４５年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和４６年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和４７年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和４８年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和４９年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５０年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５１年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５２年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５３年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５４年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５５年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５６年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５７年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５８年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和５９年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和６０年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和６１年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和６２年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（昭和６３年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成元年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成２年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成３年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成４年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成５年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成６年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成７年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成８年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成９年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
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総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 速報（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 共同利用・共同研究担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC（情報基盤センター大型計算機システムニュース）（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC作成（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC作成（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 共同利用・共同研究担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC作成（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC作成（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC作成（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC作成（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC作成（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 iiC-HPC作成（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 メールマガジン（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 メールマガジン（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 メールマガジン（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 メールマガジン（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 メールマガジン（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 その他 共同利用・共同研究拠点（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 共同利用・共同研究担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 共同利用・共同研究拠点（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 共同利用・共同研究拠点（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 共同利用・共同研究拠点（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 共同利用・共同研究拠点（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 共同利用・共同研究拠点（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 共同利用・共同研究拠点（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 その他 各種委員等委嘱（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 各種委員等委嘱（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 各種委員等委嘱（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 各種委員等委嘱（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 各種委員等委嘱（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 その他 大型計算機システム民間企業等利用（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 その他 大型計算機システム民間企業等利用（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 その他 大型計算機システム民間企業等利用（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 その他 大型計算機システム民間企業等利用（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 その他 大型計算機システム民間企業等利用（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 その他 講習会（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 その他 講習会（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 その他 講習会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成８年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成９年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 共同利用係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 共同利用係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 共同利用・共同研究担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 その他 北海道地区協議会（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 各種利用申請書（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 各種利用申請書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 各種利用申請書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 各種利用申請書（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 各種利用申請書（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 支払い責任者登録内容の確認（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 支払い責任者登録内容の確認（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 支払い責任者登録内容の確認（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 その他 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）関係（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）関係（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）関係（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）関係（平成２6年度） 情報環境推進本部情報推進課長 共同利用・共同研究担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）関係（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 資料 その他 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（HPCI）関係（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 共同利用・共同研究担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課共同利用・共同研究担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化推進協議会（平成１８年度） 企画部情報システム課長 情報企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化推進協議会（平成１９年度） 企画部情報企画課長 情報企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化推進協議会（平成２０年度） 企画部情報企画課長 情報企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化推進協議会（平成２１年度） 企画部情報企画課長 情報企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化連絡協議会（平成２２年度） 企画部情報企画課長 情報企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化連絡協議会（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化連絡協議会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化連絡協議会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化連絡協議会（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化連絡協議会（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学外会議 北海道地区国立大学法人等情報化連絡協議会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 業務システム運用担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 人事 その他 ICカード発行申請（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 業務システム運用担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 ICカード関係通知（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 ICカード関係通知（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 ICカード関係通知（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 ICカード関係通知（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 その他 ICカード関係通知（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 業務システム運用担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 人事 研修 事務情報化研修関係（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄 　
総務企画部情報企画課 人事 研修 事務情報化研修関係（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄 　
総務企画部情報企画課 人事 研修 事務情報化研修関係（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 業務システム運用担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄 　
総務企画部情報企画課 システム開発 申請 情報システム 適化申請（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 デスクネッツ（専用サーバー内） 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 申請 情報システム 適化申請（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 デスクネッツ（専用サーバー内） 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 申請 情報システム 適化申請（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 デスクネッツ（専用サーバー内） 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 申請 情報システム 適化申請（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 デスクネッツ（専用サーバー内） 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 申請 情報システム 適化申請（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 業務システム運用担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 デスクネッツ（専用サーバー内） 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 申請 情報システム 適化関係通知（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 申請 情報システム 適化関係通知（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 申請 情報システム 適化関係通知（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 業務システム運用担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 監査 IT監査 IT監査（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 監査 IT監査 IT監査（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 監査 IT監査 IT監査（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 監査 IT監査 IT監査（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 業務システム運用担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 システムマニュアル シングルサインオンシステムカスタマイズ・納品ドキュメント一式 企画部情報企画課長 情報企画担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 システムマニュアル 電子認証基盤システム・納品ドキュメント一式 企画部情報企画課長 情報企画担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 システム開発 システム開発 電子認証基盤システム構築関係 企画部情報企画課長 情報企画担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報環境推進本部運営会議（平成２０年度） 企画部情報企画課長 情報企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報環境推進本部運営会議（平成２１年度） 企画部情報企画課長 情報企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報環境推進本部運営会議（平成２２年度） 企画部情報企画課長 情報企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報環境推進本部運営会議（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報環境推進本部運営会議（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報環境推進本部運営会議（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報環境推進本部運営会議（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報環境推進本部運営会議（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 業務システム運用担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報環境推進本部運営会議（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 業務システム運用担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課業務システム運用担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 学内共同利用委員会 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会システム技術専門委員会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会システム技術専門委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会システム利用専門委員会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム学内共同利用委員会システム利用専門委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 警備業務日誌（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 メディア教育担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 警備業務日誌（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 会計 契約 警備業務日誌（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 警備業務日誌（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 警備業務日誌（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 警備業務日誌（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 警備業務日誌（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 清掃業務日誌（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 メディア教育担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 清掃業務日誌（平成２３年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 清掃業務日誌（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 清掃業務日誌（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 清掃業務日誌（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 メディア教育担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 清掃業務日誌（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会計 契約 清掃業務日誌（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課会計担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報処理教育センター運営委員会（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報処理教育センター運営委員会（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報処理教育センター運営委員会（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報処理教育センター運営委員会（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム教育利用専門委員会（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム教育利用専門委員会（平成１2年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム教育利用専門委員会（平成１3年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 教育情報システム教育利用専門委員会（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 事務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課総務企画担当 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム技術専門委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 システム運用チーム 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム技術専門委員会（平成２6年度） 情報環境推進本部情報推進課長 システム運用チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム技術専門委員会（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 HPCシステム運用チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 共同利用・共同研究委員会システム技術専門委員会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 HPCシステム運用チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 ライブラリ・データベース専門委員会（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 ソフトウェア支援チーム 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 ライブラリ・データベース専門委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 ソフトウェア支援チーム 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 ライブラリ・データベース専門委員会（平成２6年度） 情報環境推進本部情報推進課長 ソフトウェア支援チーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 ライブラリ・データベース専門委員会（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 HPCシステム運用チーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 センター内会議 ライブラリ・データベース専門委員会（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 HPCシステム運用チーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 データベース開発申請書(平成２７年度) 総務企画部情報企画課長 HPCシステム運用チーム 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 データベース開発申請書(平成２８年度) 総務企画部情報企画課長 HPCシステム運用チーム 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 ライブラリ開発申請書(平成２７年度) 総務企画部情報企画課長 HPCシステム運用チーム 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 ライブラリ開発申請書(平成２８年度) 総務企画部情報企画課長 HPCシステム運用チーム 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課HPCシステム運用チーム 廃棄
総務企画部情報企画課 HINES 文書発送 学内ネットワークにおけるセキュリティインシデント報告について（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報セキュリティチーム 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 HINES 文書発送 学内ネットワークにおけるセキュリティインシデント報告について（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報セキュリティチーム 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 HINES 文書発送 学内ネットワークにおけるセキュリティインシデント報告について（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報セキュリティチーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 HINES 文書発送 学内ネットワークにおけるセキュリティインシデント報告について（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 情報セキュリティチーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 HINES 文書発送 学内ネットワークにおけるセキュリティインシデント報告について（平成２７年度） 総務企画部情報企画課長 情報セキュリティチーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 HINES 文書発送 共用スペース向け無線LANシステムアクセスポイント設置申請書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報セキュリティチーム 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 HINES 文書発送 共用スペース向け無線LANシステムアクセスポイント設置申請書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報セキュリティチーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 UPKI電子証明書発行サービス利用申請書 情報環境推進本部情報推進課長 情報セキュリティチーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 UPKI電子証明書発行サービス利用申請書 情報環境推進本部情報推進課長 情報セキュリティチーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 UPKI電子証明書発行サービス利用申請書 総務企画部情報企画課長 情報セキュリティチーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 UPKI電子証明書発行サービス利用申請書 総務企画部情報企画課長 情報セキュリティチーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報セキュリティチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成元年） 大型計算機センター事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成２年） 大型計算機センター事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成３年） 大型計算機センター事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成４年） 大型計算機センター事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成５年） 大型計算機センター事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成６年） 大型計算機センター事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成７年） 大型計算機センター事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成８年） 大型計算機センター事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成９年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム運営委員会（平成１０年） 大型計算機センター事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム設置本部・情報ネットワーク準備室 大型計算機センター事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム専門委員会（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム専門委員会（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム専門委員会（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム専門委員会（平成１４年度） 大型計算機センター事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム専門委員会（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会（平成１９年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会（平成２１年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会（平成２４年度） 企画部情報基盤課長 情報ネットワークチーム 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同利用委員会（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報ネットワークチーム 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 副総括文書管理者が判断
総務企画部情報企画課 その他 その他 HINET加入組織一覧 大型計算機センター事務長 ネットワーク係 1992年度 1993/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 電子（FD） 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 その他 その他 HINET加入申請書 大型計算機センター事務長 ネットワーク係 1992年度 1993/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成元年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1989年度 1990/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成２年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1990年度 1991/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成３年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1991年度 1992/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成４年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1992年度 1993/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成５年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1993年度 1994/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成６年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1994年度 1995/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成７年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1995年度 1996/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成８年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成９年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1997年度 1998/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1998年度 1999/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム利用専門委員会（平成元年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1989年度 1990/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成２年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1990年度 1991/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成３年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1991年度 1992/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成４年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1992年度 1993/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成５年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1993年度 1994/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成６年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1994年度 1995/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成７年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1995年度 1996/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成８年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成９年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1997年度 1998/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES運営委員会システム技術専門委員会（平成１０年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1998年度 1999/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム技術専門部会（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1999年度 2000/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム技術専門部会（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム技術専門部会（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム技術専門部会（平成１４年度） 情報基盤センター事務長 HINES運用室 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム技術専門部会（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 HINES運用室 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同用委員会システム技術専門委員会（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 ネットワーク係 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同用委員会システム技術専門委員会（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 ネットワーク係 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同用委員会システム技術専門委員会（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 ネットワーク係 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム利用専門部会（平成１１年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 1999年度 2000/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム利用専門部会（平成１２年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム利用専門部会（平成１３年度） 大型計算機センター事務長 HINES運用室 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム利用専門部会（平成１４年度） 情報基盤センター事務長 HINES運用室 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 HINES専門委員会システム利用専門部会（平成１５年度） 情報基盤センター事務長 HINES運用室 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同用委員会システム利用専門委員会（平成１６年度） 情報基盤センター事務長 ネットワーク係 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同用委員会システム利用専門委員会（平成１７年度） 情報基盤センター事務長 ネットワーク係 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 会議 学内会議 情報ネットワークシステム学内共同用委員会システム利用専門委員会（平成１８年度） 情報基盤センター事務長 ネットワーク係 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「HINESワールド」 大型計算機センター事務長 共同利用係 1990年度 1991/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「HINESワールド」北海道大学情報ネットワーク利用案内（平成２０年度） 企画部情報基盤課長 ネットワークチーム 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「HINESワールド」北海道大学情報ネットワーク利用案内（平成２２年度） 企画部情報基盤課長 情報ネットワークチーム 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 資料 センター内資料 広報誌「HINESワールド」北海道大学情報ネットワーク利用案内（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報ネットワークチーム 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 包括的セキュリティ対策解除申請（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報ネットワークチーム 2015年度 2015/4/1 5年 未定 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 包括的セキュリティ対策解除申請（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 情報ネットワークチーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 包括的セキュリティ対策解除申請（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報ネットワークチーム 2015年度 2015/4/1 5年 未定 電子 共有サーバ内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 包括的セキュリティ対策解除申請（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 情報ネットワークチーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバ内 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 iiC-ID発行申請書（平成２４年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報ネットワークチーム 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 iiC-ID発行申請書（平成２５年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報ネットワークチーム 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 iiC-ID発行申請書（平成２６年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報ネットワークチーム 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 iiC-ID発行申請書（平成２７年度） 情報環境推進本部情報推進課長 情報ネットワークチーム 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
総務企画部情報企画課 利用 申請・登録 iiC-ID発行申請書（平成２８年度） 総務企画部情報企画課長 情報ネットワークチーム 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部情報企画課長 総務企画部情報企画課情報ネットワークチーム 廃棄
附属図書館管理課 資産管理 会議等 資産管理担当者連絡会（平成２５年度） 管理課長 管理課課長補佐 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 資産管理 会議等 資産管理担当者連絡会（平成２４年度） 管理課長 管理課課長補佐 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会計関係文書 予算配当関係 学術成果刊行助成（平成２８年度） 管理課長 管理課課長補佐 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課課長補佐 廃棄
附属図書館管理課 会計関係文書 予算配当関係 学術成果刊行助成（平成２７年度） 管理課長 管理課課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課課長補佐 廃棄
附属図書館管理課 会計関係文書 予算配当関係 学術成果刊行助成（平成２６年度） 管理課長 管理課課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課課長補佐 廃棄
附属図書館管理課 会計関係文書 予算配当関係 学術成果刊行助成（平成２５年度） 管理課長 管理課課長補佐 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課課長補佐 廃棄
附属図書館管理課 会計関係文書 予算配当関係 学術成果刊行助成（平成２４年度） 管理課長 管理課課長補佐 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課課長補佐 廃棄
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立七大学附属図書館協議会・部課長会議（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（総会・理事会）（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（総会・理事会）（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（総会・理事会）（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（その他）（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（その他）（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（その他）（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会総会（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会総会（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会総会（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会総会（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会総会（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会総会（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会事務部課室長会議（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会事務部課室長会議（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会事務部課室長会議（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会事務部課室長会議（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会事務部課室長会議（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 国立大学図書館協会北海道地区協会事務部課室長会議（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 北海道地区国立大学附属図書館事務（部・課）長会議（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 北海道地区国立大学附属図書館事務（部・課）長会議（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 北海道地区国立大学附属図書館事務（部・課）長会議（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学外会議 北海道地区国立大学附属図書館事務（部・課）長会議（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１１年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成１０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（平成元年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（昭和６３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（昭和６２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（昭和６１年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（昭和６０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（昭和５９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（昭和５８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（昭和５７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書館委員会議事要旨（昭和５６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書担当係長連絡会議（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書担当係長連絡会議（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書担当係長連絡会議（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学内会議 研究開発室会議（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学内会議 研究開発室会議（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 会議 学内会議 図書関係業務統合に関するワーキンググループ 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 点検評価小委員会（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学内会議 点検評価小委員会（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学内会議 点検評価小委員会（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学内会議 点検評価小委員会（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学内会議 点検評価小委員会（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 会議等 安全衛生委員会（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 会議等 安全衛生委員会（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 会議等 安全衛生委員会（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 会議等 安全衛生委員会（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 会議等 安全衛生委員会（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 会議等 広報ＷＧ，広報準備委員会（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 会議等 外部評価関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 会議等 外部評価関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 会議等 外部評価関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 庶務関係文書（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 庶務関係文書（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 庶務関係文書（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 庶務関係文書（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 庶務関係文書（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 年度計画，業務の実績報告書関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 年度計画，業務の実績報告書関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 年度計画，業務の実績報告書関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 大学情報データベース及び国立大学法人評価に使用するデ－タ（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 大学情報データベース及び国立大学法人評価に使用するデ－タ（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 庶務 大学情報データベース及び国立大学法人評価に使用するデ－タ（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 国際交流 国際交流協定関係 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 庶務一般 その他 構内入構証発行申請(平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 構内入構証発行申請(平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 構内入構証発行申請(平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 個人情報保護関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 個人情報保護関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 個人情報保護関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 北大時報等原稿（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 北大時報等原稿（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 北大時報等原稿（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 北大時報等原稿（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 北大時報等原稿（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 庶務一般 その他 歴史資料等保有施設指定関係 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 給与関係 人事給与（定員内職員）（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 人事給与（定員内職員）（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 人事給与（定員内職員）（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 人事給与（定員内職員）（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 人事給与（定員内職員）（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 研修 研修関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 研修 研修関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 研修 研修関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 研修 北海道地区大学図書館職員フレッシュ・パーソン・セミナー(平成２７年度) 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 研修 北海道地区大学図書館職員フレッシュ・パーソン・セミナー(平成２５年度) 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 労働災害 労働災害関係 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2000年度 2001/4/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成１７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成１６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成１５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成１４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 叙勲・表彰 叙勲・表彰（平成１３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事 任免・給与関係 人事（非正規職員）（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任免・給与関係 人事（非正規職員）（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任免・給与関係 人事（非正規職員）（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任免・給与関係 人事（非正規職員）（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任免・給与関係 人事（非正規職員）（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 人事 任免関係 人事任免（定員内職員）（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任免関係 人事任免（定員内職員）（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任免関係 人事任免（定員内職員）（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任免関係 人事任免（定員内職員）（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任免関係 人事任免（定員内職員）（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任用関係 身上調書（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任用関係 身上調書（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 任用関係 身上調書（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 発令関係 図書館委員会委員等発令（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 発令関係 図書館委員会委員等発令（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 発令関係 図書館委員会委員等発令（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 発令関係 図書館委員会委員等発令（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 発令関係 図書館委員会委員等発令（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 併任・兼業 併任・兼業 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1999年度 2000/4/1 終了後3年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 支給プルーフ（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 支給プルーフ（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 支給プルーフ（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 支給プルーフ（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 支給プルーフ（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 プルーフリスト（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 プルーフリスト（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 プルーフリスト（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 プルーフリスト（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 プルーフリスト（平成２０年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 プルーフリスト（平成１９年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 プルーフリスト（平成１８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 プルーフリスト（平成１７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 給与関係 プルーフリスト（平成１６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2004年度 2005/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 採用試験 職員採用試験関係（正規・非正規）（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 採用試験 職員採用試験関係（正規・非正規）（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事 採用試験 職員採用試験関係（正規・非正規）（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 出勤簿（平成２８年） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 出勤簿（平成２７年） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 出勤簿（平成２６年） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 出勤簿（平成２５年） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管人事・服務 勤務状況 出勤簿（平成２４年） 管理課長 管理課・庶務担2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 電子 共有サーバー管理課長 附属図書館管廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 休暇申請一覧（平成２８年） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 休暇申請一覧（平成２７年） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 休暇申請一覧（平成２６年） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務時間報告書（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２８年） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２７年） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２６年） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２５年） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２４年） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 財形貯蓄関係 財形貯蓄関係 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1994年度 1995/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 出張関係 旅行命令・依頼申請書（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 出張関係 旅行命令・依頼申請書（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 出張関係 旅行命令・依頼申請書（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 出張関係 旅行命令・依頼申請書（平成２5年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 出張関係 旅行命令・依頼申請書（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1983年度 1984/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 住居届・住居手当認定簿 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1981年度 1982/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1980年度 1981/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2000年度 2001/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 期末・勤勉手当（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 寒冷地手当（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当等の追給・返納報告書（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当等の追給・返納報告書（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当等の追給・返納報告書（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当等の追給・返納報告書（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当現況届（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当現況届（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当現況届（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当現況届（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当現況届（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当現況届（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当現況届（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 諸手当 諸手当現況届（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 保健関係 健康診断（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 保健関係 健康診断（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 保健関係 健康診断（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 年金関係 共済長期（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 給与関係 共済短期 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2004年度 2005/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務評定（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務評定（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務評定（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務評定（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 勤務評定（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 就業管理システム関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 就業管理システム関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 就業管理システム関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 就業管理システム関係（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事・服務 勤務状況 就業管理システム関係（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 ICカード関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 ICカード関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 ICカード関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 ICカード関係（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 ICカード関係（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 ICカード関係（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 身分証明書台帳（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 身分証明書台帳（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 身分証明書台帳（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 身分証明書台帳（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 マイナンバー関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 マイナンバー関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 本学等からの照会・調査（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 本学等からの照会・調査（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 本学等からの照会・調査（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 本学等からの照会・調査（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 人事一般 人事一般 本学等からの照会・調査（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 インターンシップ　 インターンシップ　 インターンシップに関する受入れ関係資料（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 インターンシップ　 インターンシップ　 インターンシップに関する受入れ関係資料（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 インターンシップ　 インターンシップ　 インターンシップに関する受入れ関係資料（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２８年） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２７年） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２６年） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２５年） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２４年） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２３年） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２２年） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２１年） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成２０年） 管理課長 管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成１９年） 管理課長 管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成１８年） 管理課長 管理課・庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 過半数代表者 過半数代表者 過半数代表候補者選挙（平成１６年） 管理課長 管理課・庶務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 利用者教育 講習会関係 図書館情報入門（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 利用者教育 講習会関係 図書館情報入門（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 利用者教育 講習会関係 図書館情報入門（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 利用者教育 講習会関係 図書館情報入門（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 利用者教育 講習会関係 図書館情報入門（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１１年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成１０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 改正・制定伺（平成４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 北海道大学附属図書館例規集 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 研究協力 研究助成 科学研究費補助金関係（平成２２年度）－決定通知含む－ 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 研究協力 研究助成 科学研究費補助金関係（平成２１年度）－決定通知含む－ 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 研究協力 研究助成 科学研究費補助金関係（平成２０年度）－決定通知含む－ 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 研究協力 研究助成 科学研究費補助金関係（平成１８年度）-内定通知含む- 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 研究協力 研究助成 科学研究費補助金関係（平成１７年度）－内定通知含む－ 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 研究協力 研究助成 科学研究費補助金関係（平成１６年度）－内定通知含む－ 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 公印 公印 公印使用簿（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 公印 公印 公印使用簿（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 公印 公印 公印使用簿（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 公印 公印 公印使用簿（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 公印 公印 公印使用簿（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 広報誌 広報誌資料 北海道大学附属図書館概要，年報等作成資料（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 広報誌 広報誌資料 北海道大学附属図書館概要，年報等作成資料（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 広報誌 広報誌資料 北海道大学附属図書館概要作成文書（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 広報誌 広報誌 北海道大学附属図書館概要 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 広報誌 広報誌 北海道大学附属図書館報「楡蔭」 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 広報誌 広報誌 北海道大学附属図書館報速報版「楡蔭レター」 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 講演会 講演会 北海道大学附属図書館講演会（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 講演会 講演会 北海道大学附属図書館講演会（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 講演会 講演会 北海道大学附属図書館講演会（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２３年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２２年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２１年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成１７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成１６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成１５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成１４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成１３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成１２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成１１年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成１０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（平成元年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館実態調査（昭和６３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成１５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成１４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成１３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成１２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成１１年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成１０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（平成元年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 図書館の組織機構等調査（昭和６３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館調査（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館調査（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館調査（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館調査（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 大学図書館調査（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 本学等からの調査・回答（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 本学等からの調査・回答（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 本学等からの調査・回答（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 本学等からの調査・回答（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 調査 調査 本学等からの調査・回答（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成１６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成１５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成１４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成１３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成１２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成１１年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成１０年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成９年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成８年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成７年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成６年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成５年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成４年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成２年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（平成元年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 統計 蔵書統計 蔵書統計（蔵書冊数調査）（昭和６３年度） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（保存期間基準含む） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 文書処理 文書管理 法人文書ファイル廃棄簿・延長簿 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 文書処理 文書管理 情報公開（法人文書ファイル関係）(平成２８年度) 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書管理 情報公開（法人文書ファイル関係）(平成２７年度) 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書管理 情報公開（法人文書ファイル関係）(平成２６年度) 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書管理 情報公開（法人文書ファイル関係）(平成２５年度) 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書管理 情報公開（法人文書ファイル関係）(平成２４年度) 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２８年） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２７年） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２６年） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２５年） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２４年） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２３年） 管理課長 管理課・庶務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２２年） 管理課長 管理課・庶務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２１年） 管理課長 管理課・庶務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２０年） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１９年） 情報管理課長 情報管理課・庶務担当 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１８年） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１７年） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１６年） 情報管理課長 情報管理課・庶務係 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１５年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１４年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１３年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１２年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１１年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成１０年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成９年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成８年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成７年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成６年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成５年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成４年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成３年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成２年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（平成元年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（昭和６３年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大図）（昭和６２年） 情報管理課長 情報管理課・庶務掛 1987年 1988/1/1 30年 2017/12/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 特殊郵便物受渡簿（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 特殊郵便物受渡簿（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 特殊郵便物受渡簿（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 特殊郵便物受渡簿（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 特殊郵便物受渡簿（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 料金後納（郵便）記録簿（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 料金後納（郵便）記録簿（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 料金後納（郵便）記録簿（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 料金後納（郵便）記録簿（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 プロジェクトチーム等活動記録 その他 国立大学図書館協会北海道地区協会助成事業（平成２８年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 プロジェクトチーム等活動記録 その他 国立大学図書館協会北海道地区協会助成事業（平成２７年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 プロジェクトチーム等活動記録 その他 国立大学図書館協会北海道地区協会助成事業（平成２６年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 プロジェクトチーム等活動記録 その他 国立大学図書館協会地区協会助成事業（平成２５年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 プロジェクトチーム等活動記録 その他 国立大学図書館協会地区協会助成事業（平成２４年度） 管理課長 管理課・庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課庶務担当 廃棄
附属図書館管理課 その他 その他 タクシーチケット交付申請書（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 その他 その他 タクシーチケット受払簿（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄 延長（保存期間修正）

附属図書館管理課 その他 業務日誌関係 清掃日誌（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 その他 業務日誌関係 清掃日誌（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄 延長（保存期間修正）

附属図書館管理課 その他 業務日誌関係 昇降機設備報告書（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 その他 業務日誌関係 昇降機設備報告書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄 延長（保存期間修正）

附属図書館管理課 その他 業務日誌関係 消防設備保守点検報告書（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 その他 業務日誌関係 消防設備保守点検報告書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄 延長（保存期間修正）

附属図書館管理課 外部資金関係 寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 外部資金関係 寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 外部資金関係 寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２３年度） 管理課長 管理課・会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２２年度） 管理課長 管理課・会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成２３年度） 管理課長 管理課・会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成２２年度） 管理課長 管理課・会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成２１年度） 管理課長 管理課・会計担当 2009年度 2010/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・会計担当 2008年度 2009/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・会計担当 2007年度 2008/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書、預金口座振替依頼書（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・会計係 2006年度 2007/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２３年度） 管理課長 管理課・会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当  廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当  廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当  廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当  廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当  廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２３年度） 管理課長 管理課・会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当  廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 住民税関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 住民税関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当  廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 住民税関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 住民税関係（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当  廃棄
附属図書館管理課 給与関係 給与関係 住民税関係（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当  廃棄
附属図書館管理課 契約関係文書 会計機関補助者命免関係 会計機関補助者命免関係（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・会計係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 契約関係文書 会計機関補助者命免関係 会計機関補助者命免関係（平成１７年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 契約関係文書 会計機関補助者命免関係 会計機関補助者命免関係（平成１６年度） 情報管理課長 情報管理課・会計係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の命免関係（平成１５年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の命免関係（平成１４年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の命免関係（平成１３年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の命免関係（昭和６１年度～平成１２年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断 集中管理を希望しないため，管理簿に記載します。

附属図書館管理課 契約関係文書 契約関係 契約実施稟議書（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 契約関係文書 契約関係 契約実施稟議書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成２３年度） 管理課長 管理課・会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成２２年度） 管理課長 管理課・会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成２１年度） 管理課長 管理課・会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査関係（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産関係書類（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産関係書類（平成１７年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 固定資産の取得・管理・処分関係 固定資産の管理 固定資産関係書類（平成１６年度） 情報管理課長 情報管理課・会計係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 固定資産台帳及び附属図面 法定帳簿 固定資産台帳 情報管理課長 情報管理課・会計係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の維持・保存 国有財産監守計画書綴（平成１５年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の維持・保存 国有財産監守計画書綴（平成１４年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の維持・保存 国有財産監守計画書綴（平成１３年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産関係書類（平成１５年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産関係書類（平成１４年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産関係書類（平成１３年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産関係書類（昭和４６年度～平成１２年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断 集中管理を希望しないため，管理簿に記載します。

附属図書館管理課 国有財産台帳及び附属図面 法定帳簿 国有財産台帳 情報管理課長 情報管理課・会計掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断 集中管理を希望しないため，管理簿に記載します。

附属図書館管理課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２３年度） 管理課長 管理課・会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２２年度） 管理課長 管理課・会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 相互利用事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 支払関係 帳簿関係 債務計上票（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 支払関係 帳簿関係 債務計上票（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 支払関係 帳簿関係 債務計上票（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 支払関係 帳簿関係 債務計上票（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 支払関係 帳簿関係 債務計上票（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 支払関係 帳簿関係 債務計上票（平成２３年度） 管理課長 管理課・会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 支払関係 帳簿関係 債務計上票（平成２２年度） 管理課長 管理課・会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 施設関係 その他 特定建築物維持管理報告書（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 施設関係 その他 特定建築物維持管理報告書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 施設関係 その他 特定建築物維持管理報告書（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 施設関係 その他 電気設備点検報告書（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 施設関係 その他 電気設備点検報告書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 施設関係 その他 電気設備点検報告書（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 施設関係 施設実態 施設実態調査（平成１１年度） 情報管理課長 情報管理課・会計掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 施設関係 設計図面 図面 情報管理課長 情報管理課・会計掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 倉庫 管理課長 附属図書館管理課会計担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 宿舎関係 報告書関係 宿舎関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 宿舎関係 報告書関係 宿舎関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 宿舎関係 報告書関係 宿舎関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 概算要求関係 概算要求原議書（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 概算要求関係 概算要求原議書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 概算要求関係 概算要求原議書（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分通知（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分通知（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分通知（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分通知（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分通知（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分関係資料（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分関係資料（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分関係資料（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分関係資料（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 支出予算配分関係資料（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 予算流用・振替関係書類（平成２８年度） 管理課長 管理課・会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 予算流用・振替関係書類（平成２７年度） 管理課長 管理課・会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 予算流用・振替関係書類（平成２６年度） 管理課長 管理課・会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 予算流用・振替関係書類（平成２５年度） 管理課長 管理課・会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 予算 予算配当関係 予算流用・振替関係書類（平成２４年度） 管理課長 管理課・会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課会計担当 廃棄
附属図書館管理課 会議 学内会議 スラブ研究センター統合業務運営会議関係（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成２３年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成２２年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成２１年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・図書受入担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入担当起案）（平成１９年度） 情報管理課長 情報管理課・図書受入担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入係起案）（平成１８年度） 情報管理課長 情報管理課・図書受入係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 規程 規程関係 規定関係（図書受入係起案）（平成１７年度） 情報管理課長 情報管理課・図書受入係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 検査・監査 検査・監査 会計検査・監査人監査・内部監査関係（平成２８年度） 管理課長 管理課課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課課長補佐 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 検査・監査 会計検査・監査人監査・内部監査関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 検査・監査 会計検査・監査人監査・内部監査関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 検査・監査 会計検査・監査人監査・内部監査関係（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 検査・監査 検査・監査 会計検査・監査人監査・内部監査関係（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 その他 図書受入関係雑件（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の貸付（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の貸付（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の貸付（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の貸付（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の貸付（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の所在変更（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の所在変更（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の所在変更（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の所在変更（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 運用 図書の所在変更（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 寄贈 図書の寄贈・譲渡受（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 寄贈 図書の寄贈・譲渡受（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 寄贈 図書の寄贈・譲渡受（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 寄贈 図書の寄贈・譲渡受（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 寄贈 図書の寄贈・譲渡受（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 特別図書関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 特別図書関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 特別図書関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 教員選定図書関係 （平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 教員選定図書関係 （平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 教員選定図書関係 （平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 外国図書購入レート関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 外国図書購入レート関係（平成２7年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 外国図書購入レート関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 附属図書館運営協力費関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 附属図書館運営協力費関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 本館資料費関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 本館資料費関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 本館資料費関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 債務計上票等（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 債務計上票等（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 債務計上票等（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 債務計上票等（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 債務計上票等（平成２３年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 債務計上票等（平成２２年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 概算要求関係（大型コレクション等）（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 概算要求関係（大型コレクション等）（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 事務用図書一括購入関係（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（PC) 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 事務用図書一括購入関係（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（PC) 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 購入 事務用図書一括購入関係（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（PC) 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の無償譲渡（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の無償譲渡（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の無償譲渡（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の無償譲渡（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の無償譲渡（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の不用決定・売払・廃棄（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の不用決定・売払・廃棄（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の不用決定・売払・廃棄（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の不用決定・売払・廃棄（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の不用決定・売払・廃棄（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の滅失等（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の滅失等（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の滅失等（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の滅失等（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 除籍 図書の滅失等（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 廃棄
附属図書館管理課 図書関係 図書管理カード 図書管理カード(昭和６０年以前） 情報管理課長 情報管理課・図書受入掛 1905年度 1906/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 調査 蔵書統計・調査物・概要等の内容更新（平成２８年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 調査 蔵書統計・調査物・概要等の内容更新（平成２７年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 調査 蔵書統計・調査物・概要等の内容更新（平成２６年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 調査 蔵書統計・調査物・概要等の内容更新（平成２５年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 調査 蔵書統計・調査物・概要等の内容更新（平成２４年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 調査 蔵書統計・調査物・概要等の内容更新（平成２３年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 調査 蔵書統計・調査物・概要等の内容更新（平成２２年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 調査 蔵書統計・調査物・概要等の内容更新（平成２１年度） 管理課長 管理課・図書受入担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 調査 蔵書統計・調査物・概要等の内容更新（平成２０年度） 情報管理課長 情報管理課・図書受入担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 物品管理簿 物品管理簿（図書関係） 情報管理課長 情報管理課・図書受入掛 1957年度 1958/4/1 常用 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 図書関係 資産台帳 資産台帳（図書関係） 情報管理課長 情報管理課・図書受入係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課図書受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 学術コンテンツ小委員会（平成２８年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 学術コンテンツ小委員会（平成２７年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 学術コンテンツ小委員会（平成２６年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 学術コンテンツ小委員会（平成２５年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 学術コンテンツ小委員会（平成２４年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館管理課 会議 学内会議 学術コンテンツ小委員会（平成２３年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 学術コンテンツ小委員会（平成２２年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 会議 学内会議 学術コンテンツ小委員会（平成２１年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 雑誌関係 その他 雑誌受入関係文書（平成２８年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 その他 雑誌受入関係文書（平成２７年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 その他 雑誌受入関係文書（平成２６年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 購入情報（平成２８年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 購入情報（平成２７年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 購入情報（平成２６年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 購入情報（平成２５年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 購入情報（平成２４年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 購入情報（平成２３年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 購入情報（平成２２年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 寄贈情報（平成２８年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 寄贈情報（平成２７年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 寄贈情報（平成２６年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 寄贈情報（平成２５年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 寄贈情報（平成２４年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 寄贈情報（平成２３年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 寄贈情報（平成２２年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 契約情報（平成２８年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 契約情報（平成２７年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 契約情報（平成２６年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 契約情報（平成２５年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 契約情報（平成２４年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 契約情報（平成２３年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 契約情報（平成２２年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 受入情報（平成２８年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 受入情報（平成２７年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 受入情報（平成２６年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 受入情報（平成２５年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 受入情報（平成２４年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 受入情報（平成２３年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 受入情報（平成２２年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 製本情報（平成２８年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 製本情報（平成２７年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 製本情報（平成２６年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 製本情報（平成２５年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 製本情報（平成２４年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 製本情報（平成２３年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 製本情報（平成２２年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 雑誌管理情報 雑誌目録情報 情報管理課長 情報管理課・雑誌受入掛 1986年度 1987/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館管理課 雑誌関係 調査 他大学等との調査・回答（平成２８年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 調査 他大学等との調査・回答（平成２７年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 調査 他大学等との調査・回答（平成２６年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 調査 他大学等との調査・回答（平成２５年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 調査 他大学等との調査・回答（平成２４年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 購入 債務計上票等（平成２８年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 購入 債務計上票等（平成２７年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 購入 債務計上票等（平成２６年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 購入 債務計上票等（平成２５年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 購入 債務計上票等（平成２４年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 購入 債務計上票等（平成２３年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館管理課 雑誌関係 購入 債務計上票等（平成２２年度） 管理課長 管理課・雑誌受入担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 管理課長 附属図書館管理課雑誌受入担当 廃棄
附属図書館利用支援課 資産管理 資産管理 固定資産（図書）定期検査関係（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 資産管理 資産管理 固定資産（図書）定期検査関係（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 資産管理 資産管理 固定資産（図書）定期検査関係（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 資産管理 資産管理 固定資産（図書）定期検査関係（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 資産管理 資産管理 固定資産（図書）定期検査関係（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 楡蔭編集委員会（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 本館図書選定小委員会（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 本館図書選定小委員会（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 本館図書選定小委員会（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 本館図書選定小委員会（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 本館図書選定小委員会（平成28年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学外会議 北海道地区大学図書館協議会（平成１９年度） 情報サービス課長 情報サービス課・課長補佐 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館利用支援課課長補佐 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 会議 学外会議 北海道地区大学図書館協議会（平成２０年度） 情報サービス課長 情報サービス課・課長補佐 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館利用支援課課長補佐 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 会議 学外会議 北海道地区大学図書館協議会（平成２１年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館利用支援課課長補佐 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 会議 学外会議 北海道地区大学図書館協議会（平成２２年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館利用支援課課長補佐 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 会議 学外会議 北海道地区大学図書館協議会（平成２３年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館利用支援課課長補佐 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 会議 学外会議 北海道地区大学図書館協議会（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館利用支援課課長補佐 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 会議 学外会議 北海道地区大学図書館協議会（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館利用支援課課長補佐 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 会議 学外会議 北海道地区大学図書館協議会（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館利用支援課課長補佐 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 会議 学外会議 北海道地区大学図書館協議会（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 管理課長 附属図書館利用支援課課長補佐 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 広報誌関係 広報誌資料 北海道附属図書館報「楡蔭」作成文書（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課課長補佐 廃棄
附属図書館利用支援課 広報誌関係 広報誌資料 北海道附属図書館報速報版「楡蔭レター」作成文書（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 広報誌関係 利用案内 図書館利用案内（和文編）（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 広報誌関係 利用案内 図書館利用案内（和文編）（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 広報誌関係 利用案内 図書館利用案内（和文編）（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 広報誌関係 利用案内 図書館利用案内（欧文編）（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 広報誌関係 利用案内 図書館利用案内（欧文編）（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館利用支援課 広報誌関係 利用案内 図書館利用案内（欧文編）（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 閲覧・貸出 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 閲覧・貸出 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 閲覧・貸出 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 閲覧・貸出 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 閲覧・貸出 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 閲覧・貸出 閲覧・貸出 資料の閲覧及び貸出関係文書（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 閲覧・貸出 閲覧・貸出 資料の閲覧及び貸出関係文書（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 閲覧・貸出 閲覧・貸出 資料の閲覧及び貸出関係文書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 時間外勤務 日誌 時間外開館業務日誌（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 時間外勤務 日誌 時間外開館業務日誌（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 時間外勤務 日誌 時間外開館業務日誌（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 時間外勤務 日誌 土曜・日曜開館業務日誌（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 時間外勤務 日誌 土曜・日曜開館業務日誌（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 時間外勤務 日誌 土曜・日曜開館業務日誌（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 その他 閲覧関係雑件（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 その他 利用者からの投書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 貸出関係 書庫内図書貸出票（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 利用申請 グループ学習室利用申込書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 利用申請 ゲスト用PC利用申込書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 利用者登録 学外利用者申請書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 利用者登録 登録内容変更申請書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 月別統計（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 月別統計（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 月別統計（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（昭和６２年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（昭和６３年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成元年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成３年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成４年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成５年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成６年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成７年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成８年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成９年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１０年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１１年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１２年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１３年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１４年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１５年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１６年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１７年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１８年度） 情報サービス課長 情報サービス課・資料サービス係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成１９年度） 情報サービス課長 情報サービス課・本館閲覧担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２０年度） 情報サービス課長 情報サービス課・本館閲覧担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２１年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２２年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２３年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用関係 利用統計 年間統計（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・本館閲覧担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課本館閲覧担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 その他 参考調査関係雑件（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 EＵi関係（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 EＵi関係（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 EＵi関係（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 EＵi関係（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 EＵi関係（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 国連寄託図書館関係（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 国連寄託図書館関係（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 国連寄託図書館関係（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 国連寄託図書館関係（平成２7年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 国際資料室関係 国連寄託図書館関係（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 参考調査関係 参考調査関係の照会・回答（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 参考調査関係 参考調査関係の照会・回答（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 参考調査関係 参考調査関係の照会・回答（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 参考調査関係 参考調査関係文書（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 参考調査関係 参考調査関係文書（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 参考調査関係 参考調査関係文書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成1３年度） 情報サービス課長 情報サービス課・参考調査掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成1４年度） 情報サービス課長 情報サービス課・参考調査掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成１５年度） 情報サービス課長 情報サービス課・参考調査掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成１６年度） 情報サービス課長 情報サービス課・参考調査係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成１７年度） 情報サービス課長 情報サービス課・参考調査係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成１８年度） 情報サービス課長 情報サービス課・参考調査係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成１９年度） 情報サービス課長 情報サービス課・利用支援担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成２０年度） 情報サービス課長 情報サービス課・利用支援担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成２１年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成２２年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成２３年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 利用統計 参考調査統計（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 参考調査 講習会関係 情報リテラシー（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 講習会関係 情報リテラシー（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 講習会関係 情報リテラシー（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・調査支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課調査支援担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 申込・申請関係 WEBサービス申請書（控）（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 申込・申請関係 現物貸借受付票（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 申込・申請関係 現物貸借申込書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 申込・申請関係 文献複写受付票（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 相互利用関係 相互利用関係文書（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 相互利用関係 相互利用関係文書（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 相互利用関係 相互利用関係文書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 複写経費関係 複写料金確定通知書・売払調書（控）（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 複写経費関係 複写料金確定通知書・売払調書（控）（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 複写経費関係 複写料金確定通知書・売払調書（控）（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 複写経費関係 文献複写等予算執行振替（控）（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 複写経費関係 文献複写等予算執行振替（控）（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 複写経費関係 文献複写等予算執行振替（控）（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 申込・申請関係 文献複写申込書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 申込・申請関係 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス 閲覧申込書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 相互利用 申込・申請関係 国立国会図書館デジタル化資料送信サービス プリントアウト申込書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・相互利用担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課相互利用担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北方資料室関係 その他 北方資料関係雑件（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北方資料担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北方資料担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北方資料室関係 掲載許可 資料の影印・翻刻・掲載願・許可（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北方資料担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北方資料担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北方資料室関係 掲載許可 資料の影印・翻刻・掲載願・許可（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・北方資料担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北方資料担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北方資料室関係 掲載許可 資料の影印・翻刻・掲載願・許可（平成28年度） 利用支援課長 利用支援課・北方資料担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北方資料担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北方資料室関係 資料 北方資料概要 利用支援課長 利用支援課・北方資料室担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北方資料担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北方資料室関係 資料の貸出 展示会等のための資料の貸出許可願・許可（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北方資料担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北方資料担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北方資料室関係 資料の貸出 展示会等のための資料の貸出許可願・許可（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・北方資料担当 2015年度 2015/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北方資料担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北方資料室関係 資料の貸出 展示会等のための資料の貸出許可願・許可（平成28年度） 利用支援課長 利用支援課・北方資料担当 2016年度 2016/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北方資料担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北方資料室関係 調査 他大学等からの調査・回答（平成28年度） 利用支援課長 利用支援課・北方資料担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北方資料担当 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 学生協働ワーキンググループ関係文書（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐（北図書館担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 利用支援課長 利用支援課課長補佐（北図書館担当） 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 学生協働ワーキンググループ関係文書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐（北図書館担当） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 利用支援課長 利用支援課課長補佐（北図書館担当） 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 新渡戸カレッジワーキンググループ関係文書（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐（北図書館担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 利用支援課長 利用支援課課長補佐（北図書館担当） 廃棄
附属図書館利用支援課 会議 学内会議 新渡戸カレッジワーキンググループ関係文書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・課長補佐（北図書館担当） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 利用支援課長 利用支援課課長補佐（北図書館担当） 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 その他 第一種圧力容器の定期自主検査結果記録（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 その他 第一種圧力容器の定期自主検査結果記録（平成２7年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 その他 第一種圧力容器の定期自主検査結果記録（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 閲覧・貸出 貸出・返却履歴情報（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北分館関係 学内会議 北分館委員会議事要旨（平成１８年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 学内会議 北分館委員会議事要旨（平成１９年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館閲覧担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 学内会議 北分館委員会議事要旨（平成２０年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館閲覧担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館委員会議事要旨（平成２１年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館委員会議事要旨（平成２２年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館委員会議事要旨（平成２３年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館委員会議事要旨（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館委員会議事要旨（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館委員会議事要旨（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館委員会議事要旨（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館図書選定小委員会（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館図書選定小委員会（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館図書選定小委員会（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館図書選定小委員会（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 学内会議 北図書館図書選定小委員会（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 申請書 WEBサービス申請書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 相互利用関係 現物貸借受付票（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 相互利用関係 現物貸借申込書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 相互利用関係 文献複写受付票（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 相互利用関係 文献複写申込書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 貸出関係 書庫内図書貸出票（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2015年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 日誌 時間外開館業務日誌（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 日誌 時間外開館業務日誌（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 日誌 時間外開館業務日誌（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 日誌 休日開館業務日誌（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 日誌 休日開館業務日誌（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 日誌 休日開館業務日誌（平成２8年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 日誌 清掃日誌（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用者登録 学外利用者申請書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用申請 グループ学習室利用申込書（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 月別統計（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 月別統計（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 月別統計（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 廃棄
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成４年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成５年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成６年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成７年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成８年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成９年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１０年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１１年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１２年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１３年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１４年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１５年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１６年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１７年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１８年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館情報サービス係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成１９年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館閲覧担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北分館関係 利用統計 年間統計（平成２０年度） 情報サービス課長 情報サービス課・北分館閲覧担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 年間統計（平成２１年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 年間統計（平成２２年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 年間統計（平成２３年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 年間統計（平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 年間統計（平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 年間統計（平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 年間統計（平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 北図書館関係 利用統計 年間統計（平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・北図書館担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課北図書館担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館利用支援課 利用者教育 講習会関係 一般教育演習　図書館情報入門関係(平成２４年度） 利用支援課長 利用支援課・情報リテラシー担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課学習支援企画担当 廃棄
附属図書館利用支援課 利用者教育 講習会関係 一般教育演習　図書館情報入門関係(平成２５年度） 利用支援課長 利用支援課・情報リテラシー担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課学習支援企画担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 情報リテラシー 情報リテラシー教育支援WG(平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・学習支援企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課学習支援企画担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 情報リテラシー 情報リテラシー教育支援WG(平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・学習支援企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課学習支援企画担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 情報リテラシー 情報リテラシー教育支援WG(平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・学習支援企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課学習支援企画担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 その他 学習支援企画関係(平成２６年度） 利用支援課長 利用支援課・学習支援企画担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課学習支援企画担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 その他 学習支援企画関係(平成２７年度） 利用支援課長 利用支援課・学習支援企画担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課学習支援企画担当 廃棄
附属図書館利用支援課 参考調査 その他 学習支援企画関係(平成２８年度） 利用支援課長 利用支援課・学習支援企画担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 利用支援課長 附属図書館利用支援課学習支援企画担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 図書館委員会学術成果発信小委員会（平成２４年度） 学術システム課長 学術システム課システム管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 図書館委員会学術成果発信小委員会（平成２５年度） 学術システム課長 学術システム課システム管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 図書館委員会学術成果発信小委員会（平成２6年度） 学術システム課長 学術システム課システム管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 図書館委員会学術成果発信小委員会（平成２７年度） 学術システム課長 学術システム課システム管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 図書館委員会学術成果発信小委員会（平成２８年度） 学術システム課長 学術システム課システム管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 附属図書館ホームページ委員会（平成２４年度） 学術システム課長 学術システム課システム管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 広報誌 広報誌資料 附属図書館広報誌作成資料 学術システム課長 学術システム課長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 広報誌 広報誌資料 附属図書館広報誌作成資料 学術システム課長 学術システム課長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 広報誌 広報誌資料 附属図書館広報誌作成資料 学術システム課長 学術システム課長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 広報誌 広報誌資料 附属図書館広報誌作成資料 学術システム課長 学術システム課長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 附属図書館広報委員会 学術システム課長 学術システム課長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 附属図書館広報委員会 学術システム課長 学術システム課長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 附属図書館広報委員会 学術システム課長 学術システム課長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 会議 学内会議 附属図書館広報委員会 学術システム課長 学術システム課長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課システム管理担当 廃棄
附属図書館学術システム課 目録関係 その他 遡及入力計画（平成２６年度） 学術システム課長 学術システム課目録担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課目録担当 廃棄
附属図書館学術システム課 目録関係 その他 遡及入力計画（平成２7年度） 学術システム課長 学術システム課目録担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課目録担当 廃棄
附属図書館学術システム課 目録関係 その他 遡及入力計画（平成２7年度） 学術システム課長 学術システム課目録担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課目録担当 廃棄
附属図書館学術システム課 目録関係 目録情報 蔵書目録情報 情報システム課長 情報システム課・目録情報掛 1986年度 1987/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 学術システム課長 附属図書館学術システム課目録担当 副総括文書管理者が判断
附属図書館学術システム課 システム関係 研修 目録システム地域講習会（平成２６年度） 学術システム課長 学術システム課目録担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課目録担当 廃棄
附属図書館学術システム課 目録関係 調査 レコード調整（平成28年度） 学術システム課長 学術システム課目録担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 学術システム課長 附属図書館学術システム課目録担当 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２３年度） 研究科長 受験生 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 映像・表現文化論講座 大学院入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士課程入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 採点委員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士課程入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 採点委員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士課程入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 採点委員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士課程入学試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 採点委員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士課程入学試験答案（平成２９年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 教員室 研究科長 採点委員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 言語情報学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 編入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 編入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋言語学講座 編入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 大学院入学試験問題（平成２４度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 大学院入学試験問題（平成２５度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 大学院入学試験問題（平成２６度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 大学院入学試験問題（平成２７度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 大学院入学試験問題（平成２８度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄



文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 編入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 編入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 編入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 編入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 編入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 編入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 編入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 西洋文学講座 編入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 大学院入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 大学院入学試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 編入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 編入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 編入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 中国文化論講座 編入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験答案・日本文化論（平成２５年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験答案・日本文化論（平成２６年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験答案・日本文化論（平成２７年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験答案・日本文化論（平成２８年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験答案・日本文化論（平成２９年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験問題・日本文化論（平成２５年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験問題・日本文化論（平成２６年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験問題・日本文化論（平成２７年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験問題・日本文化論（平成２８年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 言語文学専攻 日本文化論講座 大学院入学試験問題・日本文化論（平成２９年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者（交代時引継） 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 学生 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 哲学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄



文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 宗教学インド哲学講座会議関係（平成２６年度） 研究科長 講座主任 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 講座主任 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 宗教学インド哲学講座会議関係（平成２７年度） 研究科長 講座主任 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 講座主任 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 宗教学インド哲学講座 宗教学インド哲学講座会議関係（平成２８年度） 研究科長 講座主任 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 講座主任 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 卒業論文（平成２３年度） 研究科長 学生 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 修士論文（平成２３年度） 研究科長 学生 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入学試験答案（平成２３年度） 研究科長 受験生 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入試試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入試試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入学試験問題（平成２３年度） 研究科長 責任者 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入試試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 大学院入試試験問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 定期試験問題（平成２３年度） 研究科長 各科目担当教員 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 芸術学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 思想文化学専攻 倫理学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成８年度） 研究科長 学生 1996年度 1997/4/1 25年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2002年3月31日　延長期間：20年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成９年度） 研究科長 学生 1997年度 1998/4/1 20年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2003年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１０年度） 研究科長 学生 1998年度 1999/4/1 20年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2004年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１１年度） 研究科長 学生 1999年度 2000/4/1 20年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2005年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１２年度） 研究科長 学生 2000年度 2001/4/1 20年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2006年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１３年度） 研究科長 学生 2001年度 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2007年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１４年度） 研究科長 学生 2002年度 2003/4/1 15年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１５年度） 研究科長 学生 2003年度 2004/4/1 15年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１６年度） 研究科長 学生 2004年度 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１７年度） 研究科長 学生 2005年度 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１８年度） 研究科長 学生 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成１９年度） 研究科長 学生 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成２０年度） 研究科長 学生 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成２１年度） 研究科長 学生 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成２２年度） 研究科長 学生 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成２３年度） 研究科長 学生 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄



文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成８年度） 研究科長 学生 1996年度 1997/4/1 25年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2002年3月31日　延長期間：20年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成９年度） 研究科長 学生 1997年度 1998/4/1 20年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2003年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１０年度） 研究科長 学生 1998年度 1999/4/1 20年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2004年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１１年度） 研究科長 学生 1999年度 2000/4/1 20年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2005年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１２年度） 研究科長 学生 2000年度 2001/4/1 20年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2006年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１３年度） 研究科長 学生 2001年度 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2007年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１４年度） 研究科長 学生 2002年度 2003/4/1 15年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１５年度） 研究科長 学生 2003年度 2004/4/1 15年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１６年度） 研究科長 学生 2004年度 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１７年度） 研究科長 学生 2005年度 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１８年度） 研究科長 学生 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成１９年度） 研究科長 学生 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成２０年度） 研究科長 学生 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成２１年度） 研究科長 学生 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成２２年度） 研究科長 学生 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成２３年度） 研究科長 学生 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 行動システム科学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 大学院入試問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 大学院入試問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 大学院入試問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 大学院入試問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 社会システム科学講座 大学院入試問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２8年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 編入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 編入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 編入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 編入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 編入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 編入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 編入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 心理システム科学講座 編入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成１２年度） 研究科長 学生 2000年度 2001/4/1 20年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2006年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成１３年度） 研究科長 学生 2001年度 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2007年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成１４年度） 研究科長 学生 2002年度 2003/4/1 15年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成１５年度） 研究科長 学生 2003年度 2004/4/1 15年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成１６年度） 研究科長 学生 2004年度 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成１７年度） 研究科長 学生 2005年度 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成１８年度） 研究科長 学生 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成１９年度） 研究科長 学生 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成２０年度） 研究科長 学生 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成２１年度） 研究科長 学生 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年



文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成２２年度） 研究科長 学生 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成２３年度） 研究科長 学生 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成１１年度） 研究科長 学生 1999年度 2000/4/1 20年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2005年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成１２年度） 研究科長 学生 2000年度 2001/4/1 20年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2006年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成１３年度） 研究科長 学生 2001年度 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2007年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成１４年度） 研究科長 学生 2002年度 2003/4/1 15年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成１５年度） 研究科長 学生 2003年度 2004/4/1 15年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成１６年度） 研究科長 学生 2004年度 2005/4/1 15年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成１７年度） 研究科長 学生 2005年度 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成１８年度） 研究科長 学生 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成１９年度） 研究科長 学生 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成２０年度） 研究科長 学生 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成２１年度） 研究科長 学生 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成２２年度） 研究科長 学生 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成２３年度） 研究科長 学生 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 人間システム科学専攻 地域システム科学講座 編入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試答案（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試答案（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試答案（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試答案（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試答案（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 西洋史学講座 大学院入試問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 東洋史学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 大学院入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 大学院入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 大学院入学試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄



文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 編入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 編入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 編入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 日本史学講座 編入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験答案（平成２４年度） 研究科長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験答案（平成２５年度） 研究科長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験答案（平成２６年度） 研究科長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験答案（平成２７年度） 研究科長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験答案（平成２８年度） 研究科長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 研究科長 指導教員 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部 歴史地域文化学専攻 歴史文化論講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 研究科長 責任者 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成１８年度） 事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成１９年度） 事務長 図書担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成２０年度） 事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成２１年度） 事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成２２年度） 事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成２３年度） 事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成２４年度） 事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成２５年度） 事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成２６年度） 事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成２７年度） 事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 学術情報基盤実態調査［文科省］（平成２８年度） 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成１９年度) 事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成２０年度) 事務長 図書担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成２１年度) 事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成２２年度) 事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成２３年度) 事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成２４年度) 事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成２５年度) 事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成２６年度) 事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成２７年度) 事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 資料 調査 図書館調査[日本図書館協会](平成２８年度) 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 選定 選定 一括購入外国雑誌選定(平成２６年度) 事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 選定 選定 一括購入外国雑誌選定(平成２７年度) 事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 選定 選定 一括購入外国雑誌選定(平成２８年度) 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 選定 選定 特別図書選定(平成２６年度) 事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 選定 選定 特別図書選定(平成２７年度) 事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 選定 選定 特別図書選定(平成２８年度) 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 物品関係 帳票関係 紀要受払簿 事務長 図書担当 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 物品関係 帳票関係 教育研究年報受払簿 事務長 図書担当 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿 事務長 図書担当 1957年度 1958/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 物品関係 帳票関係 文学研究科研究叢書受払簿 事務長 図書担当 1957年度 1958/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 物品関係 帳票関係 文学研究科研究論集受払簿 事務長 図書担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 物品関係 帳票関係 北方文化研究受払簿 事務長 図書担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部図書担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 研究協力関係（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 研究協力関係（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 研究協力関係（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 研究協力関係（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 研究協力関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 研究協力関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄



文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 研究協力関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 安全衛生届出・研究安全関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/3/31 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 安全衛生届出・研究安全関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 動物実験関係（平成２６年度～平成２７年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 その他研究協力関係 その他研究協力関係 動物実験関係（平成２８年度～平成２９年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後6年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 栄典・表彰 栄典・表彰 栄典・表彰（平成２０年度～平成２１年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 栄典・表彰 栄典・表彰 栄典・表彰（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 栄典・表彰 栄典・表彰 栄典・表彰（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 栄典・表彰 栄典・表彰 栄典・表彰（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 栄典・表彰 栄典・表彰 栄典・表彰（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 栄典・表彰 栄典・表彰 栄典・表彰（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 栄典・表彰 栄典・表彰 栄典・表彰（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 栄典・表彰 栄典・表彰 栄典・表彰（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 研究助成（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 研究助成（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 研究助成（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 研究助成（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 研究助成（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 研究助成（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 研究助成（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 研究助成（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 各種助成 国際交流関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会特別研究員（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会特別研究員（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会特別研究員（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会特別研究員（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会特別研究員（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会特別研究員（平成２９年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ２１世紀ＣＯＥプログラム（平成14年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ２１世紀ＣＯＥプログラム（平成15年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ２１世紀ＣＯＥプログラム（平成16年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ２１世紀ＣＯＥプログラム（平成17年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ２１世紀ＣＯＥプログラム（平成18年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ＧＣＯＥプログラム（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ＧＣＯＥプログラム（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ＧＣＯＥプログラム（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ＧＣＯＥプログラム（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 ＧＣＯＥプログラム（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 卓越した大学院拠点形成支援補助金（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 卓越した大学院拠点形成支援補助金（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部省科学研究費補助金（平成８年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ｂ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部省科学研究費補助金（平成９年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ｂ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部省科学研究費補助金（平成１０年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ｂ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部省科学研究費補助金（平成１１年度） 事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ｂ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部省科学研究費補助金（平成１２年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部省科学研究費補助金（平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部科学省科学研究費補助金（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断



文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部省科学研究費補助金（国際学術研究）（平成６・７・８年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ｂ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 補助金 文部省科学研究費補助金（国際学術研究）（平成９・１０年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ｂ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 その他 外国人研究者等宿泊施設（平成２１年度～平成２８年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 12年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：7年

文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 その他 客員研究者等室（平成２１年度～平成２８年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 12年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：7年

文学研究科・文学部事務部 学術研究助成 その他 文学研究科客員研究員（平成２１年度～平成２８年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 12年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：7年

文学研究科・文学部事務部 規程等 本学の規程等 全学規程関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 規程等 本学の規程等 全学規程関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 規程等 本学の規程等 全学規程関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 規程等 本研究科の規程等 文学研究科・文学部例規集 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 規程等 本研究科の規程等 文学部規程　文学研究科規程（平成２年～平成17年） 事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 規程等 本研究科の規程等 文学部文学研究科内規等制定改廃（平成１０～17年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 給与 級別定数 級別定数関係（平成７～１７年度） 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与 昇給・昇格 昇給・昇格関係（平成１７年～平成２２年） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：1年

文学研究科・文学部事務部 給与 昇給・昇格 昇給・昇格関係（平成２３年～平成２７年） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与 給与支給 支給ﾌｧｲﾙﾌﾟﾙｰﾌﾘｽﾄ（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与 給与支給 支給ﾌｧｲﾙﾌﾟﾙｰﾌﾘｽﾄ（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与 給与支給 支給ﾌｧｲﾙﾌﾟﾙｰﾌﾘｽﾄ（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与 給与支給 支給ﾌｧｲﾙﾌﾟﾙｰﾌﾘｽﾄ（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与 給与支給 支給ﾌｧｲﾙﾌﾟﾙｰﾌﾘｽﾄ（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 ＴＡ・ＲＡ出勤簿（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 ＴＡ・ＲＡ出勤簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 ＴＡ・ＲＡ出勤簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 ＴＡ・ＲＡ出勤簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 ＴＡ・ＲＡ・ＴＦ出勤簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 ＴＡ・ＲＡ・ＴＦ出勤簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 休暇簿（平成２６年） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 休暇簿（平成２７年） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 休暇簿（平成２８年） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 勤務を要しない日の振替簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 勤務を要しない日の振替簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 勤務を要しない日の振替簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 勤務時間報告書（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 勤務時間報告書（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 勤務時間報告書（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 勤務時間報告書（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 勤務時間報告書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成１９年） 事務長 庶務担当 2007年 2008/1/1 10年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年12月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成２０年） 事務長 庶務担当 2008年 2009/1/1 10年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年12月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成２１年） 事務長 庶務担当 2009年 2010/1/1 10年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年12月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成２２年） 事務長 庶務担当 2010年 2011/1/1 10年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年12月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成２３年） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成２５年） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成２６年） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成２７年） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 出勤簿（平成２８年） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 超過勤務命令簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤講師出勤簿（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤講師出勤簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤講師出勤簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤講師出勤簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤講師出勤簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤講師出勤簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤職員休暇簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤職員休暇簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤職員休暇簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 給与簿等 勤務状況 非常勤職員欠勤届（平成１８年度～） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 10年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 健康・安全・災害補償 健康・安全 健康診断（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 健康・安全・災害補償 健康・安全 健康診断（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 健康・安全・災害補償 健康・安全 健康診断（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 健康・安全・災害補償 健康・安全 健康診断（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 健康・安全・災害補償 健康・安全 健康診断（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 健康・安全・災害補償 災害補償 公務災害（平成１２～２８年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 20年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 研修 研修 研修・説明会（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 研修 研修 研修・説明会（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 研修 研修 研修・説明会（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 研修 研修 不正防止研修関連（平成27・28年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 研修 研修 サバティカル研修（平成１９年度～） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 公印 公印 公印使用簿 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 公開・広報 公開講座 公開講座（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 公開講座 公開講座（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 公開講座 公開講座（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 公開講座 公開講座（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 公開講座 公開講座（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 広報 文学研究科・文学部概要原稿（平成２６年～） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 広報 名簿・概要（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 広報 名簿・概要（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 広報 名簿・概要（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 広報 名簿・概要（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄



文学研究科・文学部事務部 公開・広報 広報 名簿・概要（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 広報 北大時報原稿（平成２７年度～平成２８年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 大学情報データベース関係（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 大学情報データベース関係（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 大学情報データベース関係（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 大学情報データベース関係（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 大学情報データベース関係（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 大学情報データベース関係（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 大学情報データベース関係（平成２５年度～） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 法人文書ファイル基準（平成１６年～） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 法人文書ファイル管理簿（平成１６年～） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 法人文書ファイル移管・廃棄簿（平成１６年～） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 公開・広報 情報公開 法人文書ファイル延長簿（平成１６年～） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 出張等 海外出張等 海外渡航（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 海外出張等 出張命令簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 海外出張等 出張依頼簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 出張等 出張命令簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 出張等 出張依頼簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 出張等 旅行依頼簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 出張等 旅行依頼簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 国内研修 研修旅行申請書（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 出張等 研修承認申請書（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 出張等 研修承認申請書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 国内出張 出張命令簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 その他出張関係 出張関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 その他出張関係 出張関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 出張等 その他出張関係 出張関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 会議その他 会議室使用申込書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 会議その他 各種委員会（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 会議その他 各種委員会（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 会議その他 各種委員会（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 会議その他 各種委員会（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 会議その他 各種委員会（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 会議その他 会議通知（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 会議その他 会議通知（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 会議その他 会議通知（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 庶務その他 雑件（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 庶務その他 個人情報関係（２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 庶務その他 個人情報関係（２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 庶務その他 個人情報関係（２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 庶務その他 庶務関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 庶務その他 安全保障輸出管理関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 庶務その他 安全保障輸出管理関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 庶務その他 安全保障輸出管理関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 証明書 各種証明書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 職員証 北大ICカード関係（平成２６年度～２７年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 職員証 北大ICカード関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 人骨問題 古河講堂「旧標本庫」人骨問題関係１ 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 人骨問題 古河講堂「旧標本庫」人骨問題関係２ 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 人骨問題 古河講堂「旧標本庫」人骨問題調査委員会 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 人骨問題 古河講堂「旧標本庫」人骨問題報告書 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 通行証 構内通行証関係（平成２６～２７年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務その他 通行証 構内通行証関係（平成２８～２９年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 学部教授会議事録（平成１２・１３年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 学部教授会議事録（平成１４･１５･１６年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 学部教授会議事録（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 学部教授会議事録（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 学部教授会議事録（平成１９年度～） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会・研究科委員会開催通知（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会・研究科委員会開催通知（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会・研究科委員会開催通知（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会・研究科委員会開催通知（平成２２年度～） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（１）（平成元・２・３年度） 事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（２）（平成元・２・３年度） 事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（一般教育）（昭和５２・５３・５４・５５・５６年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（一般教育）（昭和５７・５８・５９年度） 事務長 庶務担当 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（昭和６０・６１年度） 事務長 庶務担当 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（昭和６２・６３年度） 事務長 庶務担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（専門教育）（昭和５５・５６・５７年度） 事務長 庶務担当 1982年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（専門教育）（昭和５８・５９年度） 事務長 庶務担当 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（平成４・５年度） 事務長 庶務担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（平成６年度） 事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（平成７年度） 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（平成８年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（平成９年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（平成１０・１１年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 教授会議事録（平成１１年度） 事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科委員会議事録（昭和５７・５８・５９・６０・６１年度） 事務長 庶務担当 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科委員会議事録（昭和６２・６３年度） 事務長 庶務担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科委員会議事録（平成元・２・３年度） 事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科委員会議事録（平成４・５年度） 事務長 庶務担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫Ａ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断



文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科委員会議事録（平成６・７年度） 事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科委員会議事録（平成８・９年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科委員会議事録（平成１０・１１年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科教授会議事録（平成１２・１３年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科教授会議事録（平成１４･１５･１６年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科教授会議事録（平成１６･１７･１８年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科教授会議事録（平成１９．２０．２１年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 研究科教授会議事録（平成２２年度～） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 専任教授会議事録（平成１２・１３年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 専任教授会議事録（平成１４･１５･１６年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 専任教授会議事録（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 専任教授会議事録（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 専任教授会議事録（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 専任教授会議事録（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 専任教授会議事録（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 専任教授会議事録（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 教授会 専任教授会議事録（平成２３年度～） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 総務委員会（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 総務委員会（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 総務委員会（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 総務委員会（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 総務委員会（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 総務委員会（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 総務委員会（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 総務委員会（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 研究推進委員会（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 研究推進委員会（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 庶務会議 研究科内会議 研究推進委員会（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 諸手当 その他 諸手当現況調査（２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 その他 諸手当現況調査（２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 その他 諸手当現況調査（２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 その他 諸手当現況調査（２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 その他 諸手当現況調査（２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 その他 諸手当現況調査（２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 その他 諸手当現況調査（２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 その他 諸手当現況調査（２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 寒冷地手当 寒冷地手当（平成１７年度～） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部事務部 諸手当 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（２１年度～） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（２４年度～） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（２７年度～） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 児童手当 児童手当関係 事務長 庶務担当 1993年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 住居手当 住居手当（退職者） 事務長 庶務担当 1973年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 住居手当 住居手当認定簿 事務長 庶務担当 1975年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 住居手当 住居手当認定簿（あ～く） 事務長 庶務担当 1975年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 住居手当 住居手当認定簿（こ～つ） 事務長 庶務担当 1975年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 住居手当 住居手当認定簿（つ～よ） 事務長 庶務担当 1975年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 住居手当 住居手当認定簿（事務系） 事務長 庶務担当 1983年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿 事務長 庶務担当 1996年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 通勤手当 通勤手当（退職者等） 事務長 庶務担当 1963年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 通勤手当 通勤手当認定簿（あ～か） 事務長 庶務担当 1973年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 通勤手当 通勤手当認定簿（さ～た） 事務長 庶務担当 1969年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 通勤手当 通勤手当認定簿（な～ら） 事務長 庶務担当 1976年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 通勤手当 通勤手当認定簿（事務系職員） 事務長 庶務担当 1979年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 扶養手当 扶養手当（退職者等） 事務長 庶務担当 1968年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 扶養手当 扶養手当認定簿 事務長 庶務担当 1972年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 扶養手当 扶養親族届（あ～く） 事務長 庶務担当 1972年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 扶養手当 扶養親族届（こ～た） 事務長 庶務担当 1978年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 扶養手当 扶養親族届（ち～よ） 事務長 庶務担当 1977年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 諸手当 俸給の調整額 大学院手当（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成９年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 20年 2018/3/31 紙 書庫Ｂ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2003年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成１０年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 20年 2019/3/31 紙 書庫Ｂ 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2004年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2007年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 15年 2018/3/31 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 15年 2019/3/31 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：10年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄



文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント（発令・通知）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：15年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫A 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ ティーチングアシスタント勤務時間報告書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ TA･RA口座振込申込書（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ TA･RA口座振込申込書（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ TA･RA口座振込申込書（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ TA･RA・ＴＦ口座振込申込書（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 ＴＡ・ＲＡ TA･RA・ＴＦ口座振込申込書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事（採用・退職）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 定員内職員 人事記録 事務長 庶務担当 1960年度 1961/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤講師（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 9年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤講師（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 8年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：3年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤講師（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤講師（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤講師（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤講師（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤講師（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤講師（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員出勤簿（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員出勤簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員出勤簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員出勤簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員出勤簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員出勤簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員口座振込申込書（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員口座振込申込書（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員口座振込申込書（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員口座振込申込書（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事・任免 短期支援員 短期支援員口座振込申込書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 人事資料 その他 人事記録記載事項・長期病休者報告（平成６～17年度） 事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 25年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2000年3月31日　延長期間：5年

文学研究科・文学部事務部 設置・改廃 改廃 組織運営の見直し関係（平成１０～14年） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成１６年） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成１８年） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成１９年） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成２０年） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成２１年） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成２２・２３年） 事務長 庶務担当 2010年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成２５年） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成２６年） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成２７年） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 過半数代表候補者選挙 過半数代表候補者選挙（平成２８年） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 学部長選挙 学部長候補者選挙（平成４年～平成14年） 事務長 庶務担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 選挙 総長選挙 総長候補者選挙（平成１７年） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 調査 人事関係調査（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄



文学研究科・文学部事務部 調査 調査 人事関係調査（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 調査 人事関係調査（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 調査 人事関係調査（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 調査 人事関係調査（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 点検・評価 全学点検評価（平成１５年） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成２５～２７年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 点検・評価 年度計画・年度評価 年度計画・年度評価（平成２８年度～） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 服務 兼業等 兼業委嘱（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 服務 兼業等 兼業委嘱（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 服務 兼業等 兼業委嘱（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 服務 兼業等 兼業委嘱（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 服務 兼業等 兼業委嘱（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 福利厚生 財形貯蓄 財形貯蓄関係(平成１９年４月～) 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 福利厚生 財形貯蓄 財形貯蓄関係(平成２８年) 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 福利厚生 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿 事務長 庶務担当 1972年度 1972/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 福利厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 福利厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 福利厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大文）（平成１９年） 事務長 庶務担当 2007年 2008/4/1 30年 2038/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大文）（平成２０年） 事務長 庶務担当 2008年 2009/4/1 30年 2039/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大文）（平成２１年） 事務長 庶務担当 2009年 2010/4/1 30年 2040/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大文）（平成２２年） 事務長 庶務担当 2010年 2011/4/1 30年 2041/12/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大文）（平成２３年） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大文）（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大文）（平成２５年） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成１７年度～） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 14年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：7年

文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 雇用保険関係（平成２２年７月～） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 雇用保険関係（平成２４年８月～） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 雇用保険関係（平成２７年６月～） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 外国人雇用状況届出書（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 外国人雇用状況届出書（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 外国人雇用状況届出書（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 外国人雇用状況届出書（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 外国人雇用状況届出書（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 外国人雇用状況届出書（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 外国人雇用状況届出書（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 雇用保険 雇用保険 外国人雇用状況届出書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部庶務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（学部・修士）(平成２４年度)　 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（学部・修士）(平成２５年度)　 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（学部・修士）(平成２６年度)　 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（学部・修士）(平成２７年度)　 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（学部・修士）(平成２８年度)　 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（博士）関係(平成２０年度)　 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（博士）関係(平成２１年度)　 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（博士）関係(平成２２年度)　 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（博士）関係(平成２３年度)　 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（博士）(平成２４年度)　 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（博士）(平成２５年度)　 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（博士）(平成２６年度)　 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（博士）(平成２７年度)　 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 学位（博士）(平成２８年度)　 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 修士課程修了者名簿（写）(平成元年度～)　 事務長 教務担当 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学位 学位 博士学位授与者名簿（写）(平成元年度～)　 事務長 教務担当 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学芸員資格 学芸員資格 学芸員関係（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学芸員資格 学芸員資格 学芸員関係（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学芸員資格 学芸員資格 学芸員関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学芸員資格 学芸員資格 学芸員関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学芸員資格 学芸員資格 学芸員（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学芸員資格 学芸員資格 学芸員（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学芸員資格 学芸員資格 学芸員（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学芸員資格 学芸員資格 学芸員（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学芸員資格 学芸員資格 学芸員（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生の改姓・改名報告(平成22年度～)　 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生異動関係(平成２０年度) 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生異動関係(平成２１年度) 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生異動関係(平成２２年度) 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生異動関係(平成２３年度) 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生異動(平成２４年度) 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄



文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生異動(平成２５年度) 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生異動(平成２６年度) 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生異動(平成２７年度) 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生異動(平成２８年度) 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 復籍・再入学（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 復籍・再入学（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 復籍・再入学（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 復籍・再入学（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 復籍・再入学（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 除籍・学生事故（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 除籍・学生事故（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 除籍・学生事故（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 除籍・学生事故（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 除籍・学生事故（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生定員現員表(平成２２年度～)　 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生定員現員表(平成２４年度)　 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生定員現員表(平成２５年度)　 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生定員現員表(平成２６年度)　 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生定員現員表(平成２７年度)　 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学生の異動 学生定員現員表(平成２８年度)　 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 学部学生の学籍 学籍簿（学部）　　　 事務長 教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 研究生の学籍 学籍簿（研究生） 事務長 教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 卒業 卒業台帳（写）(平成元年度～)　 事務長 教務担当 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 大学院学生の学籍 学籍簿（修士課程）　　　 事務長 教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 大学院学生の学籍 学籍簿(博士後期課程)　　　　 事務長 教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 大学院学生の学籍 長期履修（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 大学院学生の学籍 長期履修（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 大学院学生の学籍 長期履修（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 大学院学生の学籍 長期履修（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 大学院学生の学籍 長期履修（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 学籍等 聴講生・科目等履修生の学籍 学籍簿（聴講生・科目履修生）　 事務長 教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 保管庫 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部２年次進級判定（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部２年次進級判定（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部２年次進級判定（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部２年次進級判定（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部２年次進級判定（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース志望調査票（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース志望調査票（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース志望調査票（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース志望調査票（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース志望調査票（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース変更（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース変更（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース変更（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース変更（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース変更（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒業論文指導教員届（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒業論文指導教員届（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒業論文指導教員届（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒業論文指導教員届（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒業論文指導教員届（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒論題目届･学位記・進路調査（学部）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒論題目届･学位記・進路調査（学部）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒論題目届･学位記・進路調査（学部）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒論題目届･学位記・進路調査（学部）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 卒論題目届･学位記・進路調査（学部）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース説明会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース説明会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修コース説明会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 講義室等使用状況（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 講義室等使用状況（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 講義室等使用状況（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 学部・大学院授業時間割（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 学部・大学院授業時間割（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 学部・大学院授業時間割（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 学部・大学院授業時間割（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 学部・大学院授業時間割（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 教務関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 教務関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 教務関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 教務関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 教務関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 卒業論文・修士論文関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 卒業論文・修士論文関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 成績報告訂正ファイル（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 成績報告訂正ファイル（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 成績報告訂正ファイル（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 成績報告訂正ファイル（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 成績報告訂正ファイル（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学生便覧（学部）（平成２０年度入学者用） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学生便覧（学部）（平成２１年度入学者用） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学生便覧（学部）（平成２２年度入学者用） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学生便覧（学部）（平成２４年度２年次進級者用） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断



文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学生便覧（学部）（平成２５年度２年次進級者用） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学生便覧（学部）（平成２６年度２年次進級者用） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学生便覧（学部）（平成２７年度２年次進級者用） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学生便覧（学部）（平成２８年度２年次進級者用） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部専門・大学院開講計画（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部専門・大学院開講計画（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部専門・大学院開講計画（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部専門・大学院開講計画（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 学部専門・大学院開講計画（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育シラバス（平成２０年度入学者用） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育シラバス（平成２１年度入学者用） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育シラバス（平成２２年度入学者用） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育シラバス（平成２３年度入学者用） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 専門科目シラバス（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 専門科目シラバス（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 専門科目シラバス（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 専門科目シラバス（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 専門科目シラバス（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修届（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修届（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修届（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修届（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修届（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修追加・修正（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修追加・修正（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修追加・修正（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修追加・修正（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 履修追加・修正（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 国際交流科目（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 国際交流科目（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 国際交流科目（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 国際交流科目（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 国際交流科目（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 現代日本学プログラム（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 現代日本学プログラム（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 現代日本学プログラム（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 ３年次編入学既修得単位認定（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 ３年次編入学既修得単位認定（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 ３年次編入学既修得単位認定（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育開講計画（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育開講計画（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育開講計画（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育開講計画（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 全学教育開講計画（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 アンケート（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 アンケート（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 アンケート（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部教育 アンケート（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 論文指導委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 論文指導委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 論文指導委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 論文指導委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 論文指導委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 シラバス関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 シラバス関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 シラバス関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 シラバス関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 シラバス関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 新渡戸カレッジ・新渡戸スクール（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 新渡戸カレッジ・新渡戸スクール（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 新渡戸カレッジ・新渡戸スクール（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 サマーインスティチュート・ラーニングサテライト（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 学部・大学院教育 サマーインスティチュート・ラーニングサテライト（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究報告Ⅰ･Ⅱ（平成１９年度～平成２３年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究報告書Ⅰ・Ⅱ（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究報告書Ⅰ・Ⅱ（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究報告書Ⅰ・Ⅱ（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究報告書Ⅰ・Ⅱ（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究報告書Ⅰ・Ⅱ（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 課程博士論文進捗状況報告書（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 課程博士論文進捗状況報告書（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 課程博士論文進捗状況報告書（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 課程博士論文進捗状況報告書（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄



文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 課程博士論文進捗状況報告書（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究題目・指導教員一覧（大学院）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究題目・指導教員一覧（大学院）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究題目・指導教員一覧（大学院）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究題目・指導教員一覧（大学院）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 研究題目・指導教員一覧（大学院）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 学生便覧（大学院）（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 学生便覧（大学院）（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 学生便覧（大学院）（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 学生便覧（大学院）（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 学生便覧（大学院）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 学生便覧（大学院）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 学生便覧（大学院）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 学生便覧（大学院）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 学生便覧（大学院）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 履修届（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 履修届（平成２５年度 修了・退学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 履修届（平成２６年度 修了・退学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 履修届（平成２７年度 修了・退学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 履修届（平成２８年度 修了・退学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 大学院シラバス（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 大学院シラバス（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 大学院シラバス（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 大学院シラバス（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 大学院シラバス（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 修論題目届･学位記・進路調査（修士・博士）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 修論題目届･学位記・進路調査（修士・博士）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 修論題目届･学位記・進路調査（修士・博士）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 修論題目届･学位記・進路調査（修士・博士）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教育実施 大学院教育 修論題目届･学位記・進路調査（修士・博士）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職一括申請書(平成２０年度)　　　　 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職一括申請書(平成２１年度)　　　　 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職一括申請書(平成２２年度)　　　　 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職一括申請書(平成２３年度)　　　　 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職一括申請書(平成２４年度)　　　　 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職一括申請書(平成２５年度)　　　　 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職一括申請書(平成２６年度)　　　　 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職一括申請書(平成２７年度)　　　　 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職一括申請書(平成２８年度)　　　　 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教員免許状課程認定申請(平成２４年度)　　　　 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教員免許状課程認定申請(平成２５年度)　　　　 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教員免許状課程認定申請(平成２６年度)　　　　 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教員免許状課程認定申請(平成２７年度)　　　　 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教員免許状課程認定申請(平成２８年度)　　　　 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係(平成２４年度)　　　　 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係(平成２５年度)　　　　 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係(平成２６年度)　　　　 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係(平成２７年度)　　　　 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係(平成２８年度)　　　　 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 学生名簿（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 学生名簿（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 学生名簿（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 学生名簿（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 学生名簿（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 オフィスアワー（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 オフィスアワー（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 オフィスアワー（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 FD（教務委所掌分）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 FD（教務委所掌分）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 FD（教務委所掌分）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 証明書 英文証明書関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 証明書 英文証明書関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 証明書 英文証明書関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 証明書 証明書関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 証明書 証明書関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 証明書 証明書関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 学生教育研究災害保険（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 学生教育研究災害保険（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 学生教育研究災害保険（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務その他 その他 学生教育研究災害保険（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 学生委員会（平成１９年度～） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 教務委員会（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 教務委員会（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 教務委員会（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 教務委員会（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 教務委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 教務委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 教務委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 教務委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 教務委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 入学試験委員会（平成１９年度～２１年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 入学試験委員会（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 入学試験委員会（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断



文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 入学試験委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 入学試験委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 入学試験委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 入学試験委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 入学試験委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 学芸員養成課程専門委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 学芸員養成課程専門委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 学芸員養成課程専門委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 教務会議 学内会議 学芸員養成課程専門委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職関係(平成２０年度) 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職関係(平成２１年度) 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職関係(平成２２年度) 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職関係(平成２３年度) 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職関係(平成２４年度) 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職関係(平成２５年度) 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職関係(平成２６年度) 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職関係(平成２７年度) 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職関係(平成２８年度) 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職ガイダンス(平成２６年度) 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職ガイダンス(平成２７年度) 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 就職 就職 就職ガイダンス(平成２８年度) 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 各種奨学金（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 各種奨学金（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 各種奨学金（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 各種奨学金（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 奨学金 奨学金 各種奨学金（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 教務関係調査 調査・照会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 教務関係調査 調査・照会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 教務関係調査 調査・照会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 教務関係調査 調査・照会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 調査 教務関係調査 調査・照会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成１９年度～） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 研究生 研究生関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 聴講生・科目等履修生 聴講生・科目等履修生関係（平成２０年度～２１年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 聴講生・科目等履修生 聴講生・科目等履修生関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 聴講生・科目等履修生 聴講生・科目等履修生関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 聴講生・科目等履修生 聴講生・科目等履修生関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 聴講生・科目等履修生 聴講生・科目等履修生関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 聴講生・科目等履修生 聴講生・科目等履修生関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 聴講生・科目等履修生 聴講生・科目等履修生関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学 聴講生・科目等履修生 聴講生・科目等履修生関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 学生募集要項（第３年次編入学）（2009年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 学生募集要項（第３年次編入学）（2010年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 学生募集要項（第３年次編入学）（2011年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 学生募集要項（第３年次編入学）（2012年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 学生募集要項（第３年次編入学）（2013年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 学生募集要項（第３年次編入学）（2014年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 学生募集要項（第３年次編入学）（2015年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 学生募集要項（第３年次編入学）（2016年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 転部試験要項（2013年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 転部試験要項（2014年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 転部試験要項（2015年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 転部試験要項（2016年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 転部試験要項（2017年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 文学部案内（２００９） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 文学部案内（２０１０） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 文学部案内（２０１１） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 文学部案内（２０１２） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 文学部案内（２０１３） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 文学部案内（２０１４） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 文学部案内（２０１５） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 文学部案内（2016） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 文学部案内（2017） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 オープン・キャンパス（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 オープン・キャンパス（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 オープン・キャンパス（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 オープン・キャンパス（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部案内 オープン・キャンパス（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 第３年次編入学・転部関係（平成２１年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 第３年次編入学・転部関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断



文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 第３年次編入学・転部関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 第３年次編入学・転部関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 第３年次編入学・転部関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 第３年次編入学・転部関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 第３年次編入学・転部関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 第３年次編入学・転部関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 転部関係（平成２９年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 入学試験（学部）（平成２１年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 入学試験（学部）（平成２２年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 入学試験（学部）（平成２３年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 入学試験（学部）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 入学試験（学部）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 入学試験（学部）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 入学試験（学部）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 入学試験（学部）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 学部入学試験 入学試験（学部）（平成２９年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院修士課程）（200９年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院修士課程）（2010年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院修士課程）（2011年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院修士課程）（2012年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院修士課程）（2013年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院修士課程）（2014年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院修士課程）（2015年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院修士課程）（2016年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院修士課程）（2017年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院博士後期課程）（2009年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院博士後期課程）（2010年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院博士後期課程）（2011年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院博士後期課程）（2012年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院博士後期課程）（2013年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院博士後期課程）（2014年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院博士後期課程）（2015年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院博士後期課程）（2016年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 学生募集要項（大学院博士後期課程）（2017年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 文学研究科案内（２００９） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 文学研究科案内（２０１０） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 文学研究科案内（２０１１） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 文学研究科案内（２０１２） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 文学研究科案内（２０１３） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 文学研究科案内（２０１４） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 文学研究科案内（２０１５） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 文学研究科案内（2016） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 文学研究科案内（2017） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 大学院進学説明会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 大学院進学説明会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 大学院進学説明会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 大学院進学説明会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院案内 大学院進学説明会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（修士）入試関係（平成２１年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（修士）入試関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（修士）入試関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（修士）入試関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（修士）入試関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（修士）入試関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（修士）入試関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（修士）入試関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（修士）入試関係（平成２９年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（博士後期）入試関係（平成２０年度～２２年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（博士後期）入試関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（博士後期）入試関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（博士後期）入試関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（博士後期）入試関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（博士後期）入試関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（博士後期）入試関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院（博士後期）入試関係（平成２９年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入免・授免関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入免・授免関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入免・授免関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入免・授免関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入免・授免関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 国費留学生関係(平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 国費留学生関係(平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 国費留学生関係(平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 国費留学生関係(平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 国費留学生関係(平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 国費留学生関係(平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 国費留学生関係(平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 国費留学生関係(平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 国費留学生関係(平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 留学生関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 留学生関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 留学生関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 留学生関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄



文学研究科・文学部事務部 留学生受入 外国人留学生 留学生関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 経費 外国人留学生経費（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 留学生補助 外国人留学生奨学金(平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 留学生補助 外国人留学生奨学金(平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 留学生補助 外国人留学生奨学金(平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 留学生補助 外国人留学生奨学金(平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生受入 留学生補助 外国人留学生奨学金(平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生派遣 短期留学推進制度 海外派遣留学関係(平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生派遣 短期留学推進制度 海外派遣留学関係(平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生派遣 短期留学推進制度 海外派遣留学関係(平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生派遣 短期留学推進制度 海外派遣留学関係(平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 留学生派遣 短期留学推進制度 海外派遣留学関係(平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部教務担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿 事務長 会計担当 1957年度 1958/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 副総括文書管理者が判断
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２０年度) 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２１年度) 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２２年度) 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２３年度) 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２４年度) 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２５年度) 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２６年度) 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２７年度) 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２８年度) 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
文学研究科・文学部事務部 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２９年度) 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 文学研究科・文学部会計担当 廃棄
教育学事務部 開放事業 公開講座 公開講座関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 開放事業 公開講座 公開講座関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 開放事業 公開講座 公開講座関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 開放事業 公開講座 公開講座関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 開放事業 公開講座 公開講座関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 外部資金 研究助成（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 外部資金 研究助成（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 外部資金 研究助成（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 外部資金 研究助成（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 科研費 科学研究費補助金関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 科研費 科学研究費補助金関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 科研費 科学研究費補助金関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 科研費 科学研究費補助金関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 学術研究助成 科研費 科学研究費補助金関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 給与データ（平成25年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 給与データ（平成26年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 給与データ（平成27年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 給与データ（平成28年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成１８年度） 教育学部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成１９年度） 教育学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 電子（PC） 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 電子（PC） 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成１９年度） 教育学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄



教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 普通昇級・特別昇給 昇給関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 年俸制 年俸制業績評価（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 給与決定関係 年俸制 年俸制業績評価（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 健康・安全 健康・安全 人間ドック・健康診断（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 健康・安全 健康・安全 人間ドック・健康診断（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 健康・安全 健康・安全 人間ドック・健康診断（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 健康・安全 健康・安全 人間ドック・健康診断（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 健康・安全 健康・安全 人間ドック・健康診断（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 人間を対象とする研究審査（平成１２～１９年度） 教育学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 人間を対象とする研究審査（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 人間を対象とする研究審査（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 人間を対象とする研究審査（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 人間を対象とする研究審査（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 人間を対象とする研究審査（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 人間を対象とする研究審査（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 人間を対象とする研究審査（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 研究倫理委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研究倫理関係 研究倫理関係 研究倫理委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 研修 研修 研修（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 研修 研修 研修（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 研修 研修 研修（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 公印 公印 公印関係 教育学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 行事・式典 記念事業 北海道大学教育学部創立４０周年記念事業関係 教育学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 行事・式典 記念事業 北海道大学教育学部創立４５周年記念事業関係 教育学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 行事・式典 記念事業 北海道大学教育学部創立５０周年記念事業関係 教育学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 行事・式典 記念事業 北海道大学教育学部創立６０周年記念事業関係 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 国際交流 国際交流協定関係 学部間協定書関係 教育学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 国際交流 国際交流事業 国際交流事業（平成25年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 国際交流 国際交流事業 国際交流事業（平成26年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 国際交流 国際交流事業 国際交流事業（平成27年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 国際交流 国際交流事業 国際交流事業（平成28年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 出張等 出張 旅行命令・旅行依頼（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 出張等 出張 旅行命令・旅行依頼（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 出張等 出張 旅行命令・旅行依頼（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 出張等 出張 旅行命令・旅行依頼（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 出張等 出張 旅行命令・旅行依頼（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 庶務関係会議 学外会議 国立九大学教育学部事務長会議 教育学部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 学外会議 大学院博士課程を置く国立大学教育学部長会議 教育学部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道大学文科系学部事務協議会 教育学部事務長 庶務掛 1988年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和２５年度） 教育学部事務長 庶務掛 1950年度 1951/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和２６年度） 教育学部事務長 庶務掛 1951年度 1952/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和２７年度） 教育学部事務長 庶務掛 1952年度 1953/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和２８年度） 教育学部事務長 庶務掛 1953年度 1954/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和２９年度） 教育学部事務長 庶務掛 1954年度 1955/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３０年度） 教育学部事務長 庶務掛 1955年度 1956/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３１年度） 教育学部事務長 庶務掛 1956年度 1957/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３２年度） 教育学部事務長 庶務掛 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３３年度） 教育学部事務長 庶務掛 1958年度 1959/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３４年度） 教育学部事務長 庶務掛 1959年度 1960/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３５年度） 教育学部事務長 庶務掛 1960年度 1961/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３６年度） 教育学部事務長 庶務掛 1961年度 1962/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３７年度） 教育学部事務長 庶務掛 1962年度 1963/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３８年度） 教育学部事務長 庶務掛 1963年度 1964/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和３９年度） 教育学部事務長 庶務掛 1964年度 1965/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４０年度） 教育学部事務長 庶務掛 1965年度 1966/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４１年度） 教育学部事務長 庶務掛 1966年度 1967/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４２年度） 教育学部事務長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４３年度） 教育学部事務長 庶務掛 1968年度 1969/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４４年度） 教育学部事務長 庶務掛 1969年度 1970/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４５年度） 教育学部事務長 庶務掛 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４６年度） 教育学部事務長 庶務掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４７年度） 教育学部事務長 庶務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４８年度） 教育学部事務長 庶務掛 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和４９年度） 教育学部事務長 庶務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５０年度） 教育学部事務長 庶務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５１年度） 教育学部事務長 庶務掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５２年度） 教育学部事務長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５３年度） 教育学部事務長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５４年度） 教育学部事務長 庶務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５５年度） 教育学部事務長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５６年度） 教育学部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５７年度） 教育学部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５８年度） 教育学部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和５９年度） 教育学部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和６０年度） 教育学部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和６１年度） 教育学部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和６２年度） 教育学部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（昭和６３年度） 教育学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成元年度） 教育学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成２年度） 教育学部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成３年度） 教育学部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成４年度） 教育学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成５年度） 教育学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成６年度） 教育学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成７年度） 教育学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成８年度） 教育学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成９年度） 教育学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成１０年度） 教育学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成１１年度） 教育学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成１２年度） 教育学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成１３年度） 教育学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成１４年度） 教育学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成１５年度） 教育学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成１６年度） 教育学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成１７年度） 教育学部事務長 庶務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 教育学部教授会議事録（平成１８年度） 教育学部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成１９年度） 教育学部事務長 庶務掛 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務掛 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成２１年度） 教育学部事務長 庶務掛 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成２２年度） 教育学部事務長 庶務掛 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成２３年度） 教育学部事務長 庶務掛 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成２４年度） 教育学部事務長 庶務掛 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成２５年度） 教育学部事務長 庶務掛 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成２６年度） 教育学部事務長 庶務掛 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成２７年度） 教育学部事務長 庶務掛 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 学院・研究院・学部教授会議事録（平成２８年度） 教育学部事務長 庶務掛 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 研究院・学部内会議 各種委員会議事録 教育学部事務長 庶務掛 1958年度 1959/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 部局の資料 文系部局長懇談会 教育学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係会議 部局の資料 有識者懇談会 教育学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫・事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係資料 部局の資料 北海道大学教育学部概要 教育学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係資料 部局の資料 北海道大学大学院教育学研究院・教育学院・教育学部概要 教育学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係資料 部局の資料 北海道大学大学院教育学研究科・教育学部概要 教育学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係資料 部局の資料 有識者懇談会報告書―第三者点検評価報告書― 教育学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係資料 研究院・学部内会議 中期計画推進委員会（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係資料 研究院・学部内会議 中期計画推進委員会（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係資料 研究院・学部内会議 中期計画推進委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係資料 研究院・学部内会議 中期計画推進委員会（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 庶務関係調査 調査 調査(平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 庶務関係調査 調査 調査(平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 庶務関係調査 調査 調査(平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 庶務関係調査 調査 調査(平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 庶務関係調査 調査 調査(平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 基本給の調整額 大学院手当（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 基本給の調整額 大学院手当（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 基本給の調整額 大学院手当（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 基本給の調整額 大学院手当（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 基本給の調整額 大学院手当（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 基本給の調整額 大学院手当（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 基本給の調整額 大学院手当（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成１７～１９年度） 教育学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 住居手当 通勤・住居手当関係（住居届、住居手当認定簿） 教育学部事務長 庶務掛 1975年 1976/1/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当関係（単身赴任届、単身手当認定簿） 教育学部事務長 庶務掛 1998年 1999/1/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



教育学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当関係（通勤届、通勤手当認定簿等） 教育学部事務長 庶務掛 1972年 1973/1/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当関係（扶養親族届、扶養手当認定簿等） 教育学部事務長 庶務掛 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成１３～１６年度） 教育学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成１７年度） 教育学部事務長 庶務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成１８年度） 教育学部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成１９年度） 教育学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 叙位・叙勲 叙勲関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（２０年・退職時）（平成１３年度） 教育学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（２０年・退職時）（平成１４年度） 教育学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（２０年・退職時）（平成１５年度） 教育学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（２０年・退職時）（平成１６年度） 教育学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成１７年度） 教育学部事務長 庶務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成１８年度） 教育学部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成１９年度） 教育学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 永年勤続者表彰（退職時）（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 学部長表彰（平成７～１９年度） 教育学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 学部長表彰（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 表彰 学部長表彰（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２～１２年度） 教育学部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成１３～１６年度） 教育学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成１７年度） 教育学部事務長 庶務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成１８年度） 教育学部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成１９年度） 教育学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２３年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 叙位・叙勲・称号・表彰 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦書（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 職員団体 職員団体 職員団体名簿（平成７～１２年度） 教育学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/1/1 30年 2031/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 職員団体 職員団体 職員団体名簿（平成１３～１６年度） 教育学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 人事関係 人事 人事（給与・人事関係）（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 人事関係 人事 人事（給与・人事関係）（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 人事関係 人事 人事（給与・人事関係）（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 人事関係 人事 人事（給与・人事関係）（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 人事関係 身分証明書 身分証明書発行台帳（平成１８年度） 教育学部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 人事関係 身分証明書 身分証明書発行台帳（平成１９年度） 教育学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 人事関係 身分証明書 身分証明書発行台帳（平成２０年度） 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 人事関係 身分証明書 身分証明書発行台帳（平成２１年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 人事関係 身分証明書 身分証明書発行台帳（平成２２年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 人事関係 身分証明書 ICカード(職員証） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書・ヒアリング資料等（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書・ヒアリング資料等（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書・ヒアリング資料等（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書・ヒアリング資料等（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書・ヒアリング資料等（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 定員 人件費ポイント 教員人件費ポイント 教育学部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 定員 定員 教職員定員通知 教育学部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 定員 人件費ポイント 全学運用教員 教育学部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 定員 定員 定員削減に関する書類 教育学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/1/1 30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 ティーチング・アシスタント Ｔ・Ａ（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 ティーチング・アシスタント Ｔ・Ａ（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 ティーチング・アシスタント Ｔ・Ａ（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 リサーチ・アシスタント Ｒ・Ａ（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 リサーチ・アシスタント Ｒ・Ａ（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 リサーチ・アシスタント Ｒ・Ａ（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 リサーチ・アシスタント Ｔ・Ａ Ｒ・Ａ Ｔ・Ｆ（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 リサーチ・アシスタント Ｔ・Ａ Ｒ・Ａ Ｔ・Ｆ（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 正規職員 任免関係（人事異動上申書・履歴書・辞職願等）（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 正規職員 任免関係（人事異動上申書・履歴書・辞職願等）（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 正規職員 任免関係（人事異動上申書・履歴書・辞職願等）（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 正規職員 任免関係（人事異動上申書・履歴書・辞職願等）（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 正規職員 任免関係（人事異動上申書・履歴書・辞職願等）（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 短期支援員 短期支援員任用（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 短期支援員 短期支援員任用（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄



教育学事務部 任免関係 短期支援員 短期支援員任用（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 短期支援員 短期支援員任用（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 短期支援員 短期支援員任用（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 教育学部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 教育学部事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 教育学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 教育学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 教育学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/1/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 共済関係 共済関係 共済関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 共済関係 共済関係 共済関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 共済関係 共済関係 共済関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 共済関係 共済関係 共済関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 兼業 兼業(平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 兼業 兼業(平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 兼業 兼業(平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 兼業 兼業(平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 兼業 兼業(平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 兼業 兼業台帳(平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 兼業 兼業台帳(平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 兼業 兼業台帳(平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 兼業 兼業台帳(平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 服務 台帳 退職者名簿 教育学部事務長 庶務掛 1953年度 1954/5/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 服務 台帳 長期病休者台帳 教育学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 福利・厚生 財形貯蓄 財形関係 教育学部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成１１年） 教育学部事務長 庶務掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/12/31 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成１２年） 教育学部事務長 庶務掛 2000年 2001/1/1 30年 2031/12/31 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成１３年） 教育学部事務長 庶務掛 2001年 2002/1/1 30年 2032/12/31 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成１４年） 教育学部事務長 庶務掛 2002年 2003/1/1 30年 2033/12/31 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成１５年） 教育学部事務長 庶務掛 2003年 2004/1/1 30年 2034/12/31 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成１６年） 教育学部事務長 庶務掛 2004年 2005/1/1 30年 2035/12/31 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成１７年） 教育学部事務長 庶務掛 2005年 2006/1/1 30年 2036/12/31 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成１８年） 教育学部事務長 庶務掛 2006年 2007/1/1 30年 2037/12/31 紙 保管庫 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成１９年） 教育学部事務長 庶務担当 2007年 2008/1/1 30年 2038/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成２０年） 教育学部事務長 庶務担当 2008年 2009/1/1 30年 2039/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成２１年） 教育学事務部事務長 庶務担当 2009年 2010/1/1 30年 2040/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成２２年） 教育学事務部事務長 庶務担当 2010年 2011/1/1 30年 2041/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成２３年） 教育学事務部事務長 庶務担当 2011年 2012/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成２４年） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成２５年） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成２６年） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成２７年） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 文書収授発送簿（平成２８年） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 30年 2047/12/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 料金後納郵便物差出票（平成２４年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 料金後納郵便物差出票（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 料金後納郵便物差出票（平成２６年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 料金後納郵便物差出票（平成２７年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 文書処理 文書発送 料金後納郵便物差出票（平成２８年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 法令 部局の内規等 教育学研究院・教育学院・教育学部例規集 教育学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 法令 部局の内規等 制定伺 教育学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 将来計画 中期目標・中期計画 ミッションの再定義 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 将来計画 中期目標・中期計画 自己点検・評価、外部評価 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 将来計画 中期目標・中期計画 国立大学法人評価 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



教育学事務部 将来計画 中期目標・中期計画 大学機関別認証評価 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 将来計画 中期目標・中期計画 第二期中期目標・中期計画 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 将来計画 中期目標・中期計画 国立大学改革関係審議会答申等 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 将来計画 将来構想 部局の将来構想WG 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 業務改善 事務改善 事務改善委員会 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 業務改善 事務改善 部局事務部に係る業務分析、調査等（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 業務改善 事務統合 文系事務部統合関係 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 事業計画 人材育成 グローバル人材育成推進事業（特色型）（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 事業計画 大学間連携協定事業 国立大学改革強化推進事業（福井大学との連携協定）（平成２５年度） 教育学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部庶務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 移行生合宿研修関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 移行生合宿研修関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 移行生合宿研修関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 移行生合宿研修関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教育プログラム関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教育プログラム関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教育プログラム関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教育プログラム関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教育プログラム関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教育プログラム関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教育プログラム関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教育プログラム関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 新入生合宿研修関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 新入生合宿研修関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 新入生合宿研修関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 大学院教務関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 大学院教務関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 大学院教務関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教務関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 その他教務関係 その他教務 教務関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 各種資格認定 各種資格認定・講習 社会教育主事関係 教育学事務部事務長 教務掛 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 各種資格認定 資格申請 学芸員関係（平成１３年度） 教育学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 各種資格認定 資格申請 学芸員関係（平成８年度～１２年度） 教育学部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 各種資格認定 資格申請 社会福祉主事関係（平成１３年度） 教育学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 各種資格認定 資格申請 社会福祉主事関係（平成８年度～１２年度） 教育学部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 その他 科目等履修生成績台帳 教育学事務部事務長 教務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 その他 研究生・科目等履修生・聴講生学籍簿 教育学事務部事務長 教務掛 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（課程博士・論文博士・修士課程）（平成１３年度～１４年度） 教育学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（課程博士・論文博士・修士課程）（平成８年度～１２年度） 教育学事務部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成１５年度） 教育学部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成１６年度） 教育学部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成１７年度） 教育学部事務長 教務掛 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位授与関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 学位論文審査関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 大学院修士課程修了者台帳 教育学事務部事務長 教務掛 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学位 大学院博士後期課程修了者台帳 教育学部事務長 教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 学籍等 修了 修士修了者学籍簿 教育学事務部事務長 教務掛 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 修了 修士修了者名簿 教育学部事務長 教務掛 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 修了 修了者成績台帳 教育学部事務長 教務掛 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 修了 博士後期課程学籍簿 教育学部事務長 教務掛 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 修了 博士後期課程修了者名簿 教育学部事務長 教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 修了 博士後期課程成績台帳 教育学部事務長 教務掛 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 卒業 卒業者学籍簿 教育学部事務長 教務掛 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 学籍等 卒業 卒業者成績台帳 教育学部事務長 教務掛 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



教育学事務部 学籍等 卒業 卒業者名簿 教育学部事務長 教務掛 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教育実施 学部教育 学部教務一般（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教育実施 学部教育 学部教務一般（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教育実施 学部教育 学部教務一般（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教育実施 学部教育 静療院実習関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教育実施 学部教育 静療院実習関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教育実施 学部教育 静療院実習関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教育実施 大学院教育 大学院教務一般（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教育実施 大学院教育 大学院教務一般（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教育実施 大学院教育 大学院教務一般（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成１５年度） 教育学部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成１６年度） 教育学部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成１７年度） 教育学部事務長 教務掛 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 介護体験関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状更新講習関係 教育学事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教員免許 教育職員免許 教職科目教育実習関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 学内会議 教職課程専門委員会（平成２8年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教職課程委員会（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 学部教務委員会（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務関係各種委員会（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 大学院教務委員会（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試制度検討委員会（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試制度検討委員会（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試制度検討委員会（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試制度検討委員会（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試制度検討委員会（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試制度検討委員会（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試制度検討委員会（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試制度検討委員会（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係資料 学部教育資料 教育学部シラバス 教育学部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係資料 学部教育資料 教育学部学生便覧 教育学部事務長 教務掛 1965年度 1966/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係資料 学部教育資料 教育学部全学教育シラバス 教育学部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係資料 広報資料 教育学研究科修士案内 教育学部事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係資料 広報資料 教育学部案内（We Like Humans) 教育学部事務長 教務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 就職情報 就職情報関係資料（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 就職 就職情報 就職情報関係資料（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 就職 就職情報 就職情報関係資料（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 就職 調査 就職内定等調査（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 教務関係調査・照会 調査・照会 調査・照会（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教務関係調査・照会 調査・照会 調査・照会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 教務関係調査・照会 調査・照会 調査・照会（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 奨学金 日本学生支援機構 奨学生申請・採用関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄



教育学事務部 奨学金 日本学生支援機構 奨学生申請・採用関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 奨学金 日本学生支援機構 奨学生申請・採用関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 奨学金 日本学生支援機構 奨学生申請・採用関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 奨学金 日本学生支援機構 奨学生申請・採用関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金申請関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金申請関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金申請関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金申請関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金申請関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 科目等履修生・聴講生 募集要項等入学関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学 研究生 募集要項等入学関係（平成２8年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目転部試験 募集・入学試験関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ３年目編入学試験 募集・入学試験関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 入試関係通知・説明会等 入試関係（通知・説明会等）（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 入試関係通知・説明会等 入試関係（通知・説明会等）（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 入試関係通知・説明会等 入試関係（通知・説明会等）（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ＡＯ入学試験 ＡＯ入学試験(平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ＡＯ入学試験 ＡＯ入学試験(平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ＡＯ入学試験 ＡＯ入学試験(平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ＡＯ入学試験 ＡＯ入学試験(平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ＡＯ入学試験 ＡＯ入学試験(平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 ＡＯ入学試験 ＡＯ入学試験(平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 学生募集要項・研究科案内（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



教育学事務部 入学試験 大学院案内・入学試験 大学院入試関係(修士・博士）（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験場関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験場関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験場関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験場関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験場関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験場関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験場関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験場関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験場関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女特別選抜（平成１８年度） 教育学部事務長 教務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 私費外国人特別選抜（平成１０～１９年度） 教育学事務部事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女入試・私費外国人特別選抜入試（平成２０年度） 教育学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女入試・私費外国人特別選抜入試（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女入試・私費外国人特別選抜入試（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女入試・私費外国人特別選抜入試（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女入試・私費外国人特別選抜入試（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女入試・私費外国人特別選抜入試（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女入試・私費外国人特別選抜入試（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女入試・私費外国人特別選抜入試（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 帰国子女入試・私費外国人特別選抜入試（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次試験場関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次試験場関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次試験場関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次試験場関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次試験場関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次試験場関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次試験場関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次試験場関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次試験場関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除申請関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険加入者名簿（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生厚生補導 見学・研究旅行 留学生見学・研究旅行関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生厚生補導 見学・研究旅行 留学生見学・研究旅行関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 奨学金 私費外国人奨学金推薦・採用関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 奨学金 私費外国人奨学金推薦・採用関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 奨学金 私費外国人奨学金推薦・採用関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 奨学金 私費外国人奨学金推薦・採用関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 奨学金 私費外国人奨学金推薦・採用関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 留学生宿舎 留学生用宿舎入居申請関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 留学生宿舎 留学生用宿舎入居申請関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 留学生宿舎 留学生用宿舎入居申請関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 留学生宿舎 留学生用宿舎入居申請関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生支援・補助 留学生宿舎 留学生用宿舎入居申請関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ ＨＵＳＴＥＰ ＨＵＳＴＥＰ留学関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ ＨＵＳＴＥＰ ＨＵＳＴＥＰ留学関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ ＨＵＳＴＥＰ ＨＵＳＴＥＰ留学関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ ＨＵＳＴＥＰ ＨＵＳＴＥＰ留学関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ ＨＵＳＴＥＰ ＨＵＳＴＥＰ留学関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 国費外国人留学生 大使館推薦・大学推薦関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成１９年度） 教育学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成２０年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成２１年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成２２年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成２３年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成２４年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成２５年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄



教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成２６年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成２７年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 留学生受入れ 私費外国人留学生 私費外国人留学生受入関係（平成２８年度） 教育学事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部教務担当 廃棄
教育学事務部 会計関係会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係会議 学内会議 環境負荷低減推進員会議（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係会議 研究院・学部内会議 財務・図書・環境整備委員会（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 会計関係会議 研究院・学部内会議 財務・図書・環境整備委員会（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 会計関係会議 研究院・学部内会議 財務・図書・環境整備委員会（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 会計関係会議 研究院・学部内会議 財務・図書・環境整備委員会（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 会計関係その他 その他 タクシ－チケット受払簿（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 その他 会議伺（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 その他 会議伺（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 その他 会議伺（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 その他 会議伺（平成２7年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 その他 会議伺（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２２年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２３年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２6年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２7年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 昇降機設備保守点検報告書（平成２２年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 昇降機設備保守点検報告書（平成２３年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 昇降機設備保守点検報告書（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 昇降機設備保守点検報告書（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 昇降機設備保守点検報告書（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 昇降機設備保守点検報告書（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 昇降機設備保守点検報告書（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 消防設備保守点検報告書（平成２２年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 消防設備保守点検報告書（平成２３年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 消防設備保守点検報告書（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 消防設備保守点検報告書（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 消防設備保守点検報告書（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 消防設備保守点検報告書（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 消防設備保守点検報告書（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２２年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２３年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 基準給与簿（平成１８年度） 教育学部事務長 会計掛 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 給与 給与関係 非常勤職員別給与簿（平成１８年度） 教育学部事務長 会計掛 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺関係綴（平成２２年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 検査・監査 会計検査院実地検査 会計実地検査調書（平成２２年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 支出 支出関係 債務計上票（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 支出 支出関係 債務計上票（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 支出 支出関係 債務計上票（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 支出 支出関係 債務計上票（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 支出 支出関係 科学研究費補助金支出決議書（平成１８年度） 教育学部事務長 会計掛 2006年度 2007/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 支出 支出関係 科学研究費補助金支出決議書（平成１９年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 支出 支出関係 科学研究費補助金支出決議書（平成２０年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 支出 支出関係 科学研究費補助金支出決議書（平成２１年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 債権関係 授業料・入学料等債権関連書類（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 債権関係 授業料・入学料等債権関連書類（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 債権関係 授業料・入学料等債権関連書類（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 債権関係 授業料・入学料等債権関連書類（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 債権関係 授業料・入学料等債権関連書類（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 収入関係 授業料未納調書（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 収入関係 授業料未納調書（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 収入関係 授業料未納調書（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 収入関係 授業料未納調書（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 収入 収入関係 授業料未納調書（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係綴（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係綴（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係綴（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係綴（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係綴（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 物品管理関係綴・調査報告等（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 物品管理関係綴・調査報告等（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 物品管理関係綴・調査報告等（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 物品管理関係綴・調査報告等（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 物品管理関係綴・調査報告等（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 物品関係 物品関係 物品管理簿 教育学部事務長 会計掛 1957年度 1958/4/1 常用 未定 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 予算 その他 雑件：照会・回答綴（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 その他 雑件：照会・回答綴（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 その他 雑件：照会・回答綴（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 その他 雑件：照会・回答綴（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 その他 雑件：照会・回答綴（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄



教育学事務部 予算 帳票関係 部局予算差引簿（平成２２年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 帳票関係 部局予算差引簿（平成２３年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 帳票関係 部局予算差引簿（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 帳票関係 部局予算差引簿（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 帳票関係 部局予算差引簿（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 帳票関係 部局予算差引簿（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 帳票関係 部局予算差引簿（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２４年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２５年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２６年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２７年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 予算 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２８年度） 教育学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 教育学事務部事務長 教育学事務部会計担当 廃棄
教育学事務部 固定資産（不動産等）の取得に関するもの 物品管理簿 物品管理簿 教育学部事務長 図書掛 1957年度 1958/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 資料の滅失等に関する決裁文書 図書滅失等届出 図書滅失等届出（平成２４年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の滅失等に関する決裁文書 図書滅失等報告書 図書滅失等報告書（平成２４年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の閲覧及び貸出に係る基準等の決裁文書 図書館利用規定の改正 図書室内規（平成１３年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 資料の閲覧及び貸出に係る基準等の決裁文書 図書館利用規定の改正 図書室内規（平成２３年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 資料の閲覧及び貸出に係る基準等の決裁文書 図書館利用規定の改正 図書室内規（平成２５年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 資料の寄贈及び交換に関する決裁文書 帳票関係 Annual Report 　受払簿 教育学部事務長 図書掛 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 資料の寄贈及び交換に関する決裁文書 帳票関係 紀要受払簿 教育学部事務長 図書掛 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 資料の寄贈及び交換に関する決裁文書 帳票関係 研究院叢書受払簿 教育学事務部事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 資料の寄贈及び交換に関する決裁文書 帳票関係 子ども発達臨床研究　受払簿 教育学部事務長 図書掛 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 資料の寄贈及び交換に関する決裁文書 配布 紀要配布リスト（平成２４年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の寄贈及び交換に関する決裁文書 配布 紀要配布リスト（平成２５年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の寄贈及び交換に関する決裁文書 配布 紀要配布リスト（平成２６年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の寄贈及び交換に関する決裁文書 配布 紀要配布リスト（平成２７年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の寄贈及び交換に関する決裁文書 配布 紀要配布リスト（平成２８年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の除籍に関する決裁文書 図書不用決定承認申請書 図書不用決定承認申請書(平成２４年度) 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の除籍に関する決裁文書 図書不用決定承認申請書 図書不用決定承認申請書(平成２７年度) 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の除籍に関する決裁文書 図書不用決定報告書 図書不用決定報告書（平成２４年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の除籍に関する決裁文書 図書不用決定報告書 図書不用決定報告書（平成２６年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の除籍に関する決裁文書 図書不用決定報告書 図書不用決定報告書（平成２７年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の照合調査に関するもの 固定資産（図書）定期検査還流書類 図書検査報告書（平成２４年） 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の照合調査に関するもの 固定資産（図書）定期検査還流書類 図書検査報告書（平成２５年） 教育学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の照合調査に関するもの 固定資産（図書）定期検査還流書類 図書検査報告書（平成２６年） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の照合調査に関するもの 固定資産（図書）定期検査還流書類 図書検査報告書（平成２７年） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の照合調査に関するもの 固定資産（図書）定期検査還流書類 図書検査報告書（平成２８年） 教育学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の選定・購入に関するもの 選定 一括購入外国雑誌選定（平成２６年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の選定・購入に関するもの 選定 一括購入外国雑誌選定（平成２７年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の選定・購入に関するもの 選定 一括購入外国雑誌選定（平成２８年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の選定・購入に関するもの 選定 共通図書選定（平成２６年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の選定・購入に関するもの 選定 共通図書選定（平成２７年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の選定・購入に関するもの 選定 共通図書選定（平成２８年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の選定・購入に関するもの 選定 特別図書選定（平成２６年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の選定・購入に関するもの 選定 特別図書選定（平成２７年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 資料の選定・購入に関するもの 選定 特別図書選定（平成２８年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 廃棄
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 学術情報基盤実態調査（平成２２年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 学術情報基盤実態調査（平成２３年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 学術情報基盤実態調査（平成２４年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 学術情報基盤実態調査（平成２５年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 学術情報基盤実態調査（平成２６年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 学術情報基盤実態調査（平成２７年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 学術情報基盤実態調査（平成２８年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 図書館調査（平成２２年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 図書館調査（平成２３年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 図書館調査（平成２４年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 図書館調査（平成２５年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 図書館調査（平成２６年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 図書館調査（平成２７年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 図書館調査（平成２８年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館実態調査（平成１３年度） 教育学部事務長 図書掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館実態調査（平成１４年度） 教育学部事務長 図書掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館実態調査（平成１５年度） 教育学部事務長 図書掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館実態調査（平成１６年度） 教育学部事務長 図書掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館実態調査（平成１７年度） 教育学部事務長 図書掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館実態調査（平成１８年度） 教育学部事務長 図書掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館実態調査（平成１９年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館実態調査（平成２０年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館実態調査（平成２１年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館調査票（平成１３年度） 教育学部事務長 図書掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館調査票（平成１４年度） 教育学部事務長 図書掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館調査票（平成１５年度） 教育学部事務長 図書掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館調査票（平成１６年度） 教育学部事務長 図書掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館調査票（平成１７年度） 教育学部事務長 図書掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館調査票（平成１８年度） 教育学部事務長 図書掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館調査票（平成１９年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館調査票（平成２０年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 図書室の調査・統計に関するもの 調査 大学図書館調査票（平成２１年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 蔵書統計 調査 蔵書統計（平成２２年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 蔵書統計 調査 蔵書統計（平成２３年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 蔵書統計 調査 蔵書統計（平成２４年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 蔵書統計 調査 蔵書統計（平成２５年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 蔵書統計 調査 蔵書統計（平成２６年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断



教育学事務部 蔵書統計 調査 蔵書統計（平成２７年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 蔵書統計 調査 蔵書統計（平成２８年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 蔵書目録情報 調査 蔵書目録 教育学部事務長 図書掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 利用統計 調査 貸出冊数（平成２２年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 利用統計 調査 貸出冊数（平成２３年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 利用統計 調査 貸出冊数（平成２４年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 利用統計 調査 貸出冊数（平成２５年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 利用統計 調査 貸出冊数（平成２６年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 利用統計 調査 貸出冊数（平成２７年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
教育学事務部 利用統計 調査 貸出冊数（平成２８年度） 教育学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 図書室 教育学事務部事務長 附属図書館利用支援課教育学研究院・教育学院・教育学部図書担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 公開講座(平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 公開講座(平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 公開講座(平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 公開講座(平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 公開講座(平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 構内入構証等関係（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 構内入構証等関係（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 構内入構証等関係（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 北海道大学ICカード関係（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 北海道大学ICカード関係（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 北海道大学ICカード関係（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属高等法政教育研究センター関係(平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属高等法政教育研究センター関係(平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属高等法政教育研究センター関係(平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属高等法政教育研究センター関係(平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属高等法政教育研究センター関係(平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 情報政策学研究センター関係(平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 情報政策学研究センター関係(平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 情報政策学研究センター関係(平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属公共政策学研究センター研究員(平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属公共政策学研究センター研究員(平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属公共政策学研究センター研究員(平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属公共政策学研究センター研究員(平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（庶務） 附属公共政策学研究センター研究員(平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法・規則等の通知等 人事給与規程関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法・規則等の通知等 人事給与規程関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法・規則等の通知等 人事給与規程関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 法令 本学規程等 規程関係（庶務）(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 法令 本学規程等 規程関係（庶務）(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 法令 本学規程等 規程関係（庶務）(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 法令 本学規程等 規程関係（庶務）(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 法令 本学規程等 規程関係（庶務）(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国公立大学法学部連絡会議（シンポジウム）(平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部事務長会議（平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部事務長会議（平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部事務長会議（平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部事務長会議（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部事務長会議（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部事務長会議（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部事務長会議（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部事務長会議（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部事務長会議（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長会議(平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長・法科大学院長・事務長会議(平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長・法科大学院長・事務長会議(平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 国立九大学法・経済学部長・法科大学院長・事務長会議(平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 東北・北海道大学文科系学部事務協議会（平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学外会議 東北・北海道大学文科系学部事務協議会（平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革検討委員会（平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成３年度） 法学部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成４年度） 法学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断



法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成５年度） 法学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成６年度） 法学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成７年度） 法学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改革懇談会(平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会(平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 改組検討委員会（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 公共政策大学院設置準備室会議（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(昭和６２年度） 法学部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(昭和６３年度） 法学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成元年度） 法学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成２年度） 法学部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成３年度） 法学部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成４年度） 法学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成５年度） 法学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成６年度） 法学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成７年度） 法学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教官定員及び現員(平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係（昭和６２年度） 法学部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係（昭和６３年度） 法学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成元年度） 法学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成２年度） 法学部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成３年度） 法学部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成４年度） 法学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成５年度） 法学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成６年度） 法学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成７年度） 法学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 機構・定員 定員 教職員定員関係(平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研修 研修 研修・説明会関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研修 研修 研修・説明会関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研修 研修 研修・説明会関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 公印 公印 公印簿（作成・改刻・廃止申請等）（平成６年度） 法学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 公印 公印 公印簿（作成・改刻・廃止申請等）（平成７年度） 法学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 公印 公印 公印簿（作成・改刻・廃止申請等）（平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 公印 公印 公印簿（作成・改刻・廃止申請等）（平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係(平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係(平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係(平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係(平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係(平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係(平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係(平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 行事・式典 記念事業 法・文・経学部創基五十周年記念事業(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 行事・式典 記念事業 法学部創基五十周年記念基金(平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 行事・式典 記念事業 法学部創基五十周年記念基金(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 行事・式典 記念事業 北海道大学法学部創基五十周年記念募金会・理事会・懇談会(平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 行事・式典 記念事業 北海道大学法学部創基四十周年改組十周年記念(昭和６１年度） 法学部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 行事・式典 記念事業 北海道大学法学部創基四十周年改組十周年記念(昭和６２年度） 法学部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 法学部内規集(昭和５８年） 法学部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 法学部内規集(昭和６３年） 法学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 法学部内規集（平成５年） 法学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 法学部内規集（平成１０年） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 法学部内規集（平成１３年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 法学部内規集（平成１６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 北海道大学法学部概要(昭和５２年度） 法学部事務長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 北海道大学法学部概要(昭和５７年度） 法学部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 北海道大学法学部概要(昭和５８年度） 法学部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 北海道大学法学部概要(昭和６０年度） 法学部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 本研究科・学部資料 北海道大学法学部概要(平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書（研修申請書・出張依頼書等）(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書（研修申請書・出張依頼書等）(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書（研修申請書・出張依頼書等）(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書（研修申請書・出張依頼書等）(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行命令簿・申請書（研修申請書・出張依頼書等）(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行整理簿(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行整理簿(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行整理簿(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行整理簿(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 出張等 出張等 旅行整理簿(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 普通昇給・特別昇給等 給与関係（普通昇給、特別昇給、昇格、指定職適用等）(平成１９年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 普通昇給・特別昇給等 給与関係（普通昇給、特別昇給、昇格、指定職適用等）(平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 普通昇給・特別昇給等 給与関係（普通昇給、特別昇給、昇格、指定職適用等）(平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 昇給等 給与関係(平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 昇給等 給与関係(平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 昇給等 給与関係(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 昇給等 給与関係(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 昇給等 給与関係(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 昇給等 給与関係(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与決定関係 昇給等 給与関係(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 俸給の調整額 俸給の調整額関係(職務内容調書、授業担当状況表）（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成１９年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（世帯等の区分決定関係書類）（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末勤勉手当関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 入試手当 学位論文審査手当（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 児童手当及び特別給付 児童手当・特例給付関係（現況届等） 法学部事務長 庶務掛 1971年度 1972/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当関係（住居届、住居手当認定簿等） 法学部事務長 庶務掛 1971年度 1972/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室・書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2008年度 2009/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2009年度 2010/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2010年度 2011/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2011年度 2012/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2013年度 2014/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2015年度 2016/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 諸手当関係 諸手当関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当関係（単身赴任届、単身赴任手当認定簿等） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当関係（通勤届、通勤手当認定簿） 法学部事務長 庶務掛 1962年度 1963/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室・書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当関係（扶養親族届、扶養手当認定簿等） 法学部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室・書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成１９年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・死亡叙位叙勲 栄典・表彰関係(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(昭和６３年度） 法学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成元年度） 法学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２年度） 法学部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成３年度） 法学部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成４年度） 法学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成５年度） 法学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成６年度） 法学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成７年度） 法学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断



法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（昭和６２年） 法学部事務長 庶務掛 1987年 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（昭和６３年） 法学部事務長 庶務掛 1988年 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成元年） 法学部事務長 庶務掛 1989年 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成２年） 法学部事務長 庶務掛 1990年 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成３年） 法学部事務長 庶務掛 1991年 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成４年） 法学部事務長 庶務掛 1992年 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成５年） 法学部事務長 庶務掛 1993年 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成６年） 法学部事務長 庶務掛 1994年 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成７年） 法学部事務長 庶務掛 1995年 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成８年） 法学部事務長 庶務掛 1996年 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成９年） 法学部事務長 庶務掛 1997年 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成１０年） 法学部事務長 庶務掛 1998年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成１１年） 法学部事務長 庶務掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成１２年） 法学部事務長 庶務掛 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成１３年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成１４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成１５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 職員団体 職員団体 職員団体関係（職員団体名簿等）（平成１６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 各種委員会関係(発令通知書）(平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 各種委員会関係(発令通知書）(平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 各種委員会関係(発令通知書）(平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 各種委員会関係(発令通知書）(平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 各種委員会関係(発令通知書）(平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 共済組合関係（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 共済組合関係（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 共済組合関係（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 共済組合関係（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 共済組合関係（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 退職共済年金関係（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 退職共済年金関係（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 退職共済年金関係（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 退職共済年金関係（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 退職共済年金関係（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 組合員証（更新・検認・要件の確認）（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 組合員証（更新・検認・要件の確認）（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 組合員証（更新・検認・要件の確認）（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 組合員証（更新・検認・要件の確認）（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 共済 組合員証（更新・検認・要件の確認）（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 健康診断 健康診断等（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 健康診断 健康診断等（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 健康診断 健康診断等（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 健康診断 健康診断等（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 健康診断 健康診断等（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成１９年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 人事 選挙 学部長・研究科長等選挙（昭和６３年度～） 法学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(庶務関係） 調査関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(庶務関係） 調査関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(庶務関係） 調査関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(庶務関係） 調査関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(庶務関係） 調査関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(点検評価関係） 大学情報データベース関係 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(点検評価関係） 大学情報データベース関係 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(点検評価関係） 大学情報データベース関係 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(点検評価関係） 大学情報データベース関係 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(点検評価関係） 大学情報データベース関係 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(点検評価関係） 大学情報データベース関係 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５０年度） 法学部事務長 庶務掛 1975年度 1976/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５１年度） 法学部事務長 庶務掛 1976年度 1977/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５２年度） 法学部事務長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５３年度） 法学部事務長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５４年度） 法学部事務長 庶務掛 1979年度 1980/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５５年度） 法学部事務長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５６年度） 法学部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５７年度） 法学部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５８年度） 法学部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和５９年度） 法学部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和６０年度） 法学部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和６１年度） 法学部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和６２年度） 法学部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（昭和６３年度） 法学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成元年度） 法学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成２年度） 法学部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）(平成３年度） 法学部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成４年度） 法学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成５年度） 法学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成６年度） 法学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成７年度） 法学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）(平成１０年度） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成１１年度） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 人事関係(人事異動上申、履歴書、辞職願等）（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 法　人事関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 法　人事関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 法　人事関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 法　人事関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 法　人事関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 法　人事関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 法　人事関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 法　人事関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 法　人事関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 定員内職員 公共政策　人事関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 TA･RA･非常勤講師関係(平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 TA･RA･非常勤講師関係(平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 TA･RA･非常勤講師関係(平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 TA･RA･非常勤講師関係(平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 TA･RA･非常勤講師関係(平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 短期支援員関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 短期支援員関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 短期支援員関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 短期支援員関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 短期支援員関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（教育・研究職員）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（教育・研究職員）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（教育・研究職員）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（教育・研究職員）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（教育・研究職員）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2015/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（事務系職員）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（事務系職員）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（事務系職員）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（事務系職員）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（事務系職員）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 派遣検察官・派遣裁判官関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 派遣検察官・派遣裁判官関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 派遣検察官・派遣裁判官関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 派遣検察官・派遣裁判官関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 任免関係 非常勤職員 派遣検察官・派遣裁判官関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 給与データ　TA･RA･非常勤講師関係(平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 給与データ　TA･RA･非常勤講師関係(平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 給与データ　TA･RA･非常勤講師関係(平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 給与データ　TA･RA･非常勤講師関係(平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 給与データ　TA･RA･非常勤講師関係(平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 データ・エントリーシステム関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 データ・エントリーシステム関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 データ・エントリーシステム関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 データ・エントリーシステム関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 非常勤職員 データ・エントリーシステム関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（特別休暇・病気休暇用）（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（特別休暇・病気休暇用）（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（特別休暇・病気休暇用）（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替通知簿（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 3年 2016/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替通知簿（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替通知簿（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替通知簿（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替通知簿（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務手当関係(命令簿等）（平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務手当関係(命令簿等）（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務手当関係(命令簿等）（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務手当関係(命令簿等）（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務手当関係(命令簿等）（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務手当関係(命令簿等）（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務手当関係(命令簿等）（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務手当関係(命令簿等）（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務手当関係(命令簿等）（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業台帳(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業台帳(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業台帳(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業台帳(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業台帳(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 兼業 兼業関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 贈与 贈与等報告書(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 贈与 贈与等報告書(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 贈与 贈与等報告書(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 贈与 贈与等報告書(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 服務 贈与 贈与等報告書(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 在職証明書関係 在職証明書関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 在職証明書関係 在職証明書関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 在職証明書関係 在職証明書関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 在職証明書関係 在職証明書関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 在職証明書関係 在職証明書関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(昭和６３年） 法学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成元年） 法学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２年） 法学部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成３年） 法学部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成４年） 法学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成５年） 法学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成６年） 法学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成７年） 法学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成８年） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成９年） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１０年） 法学部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１１年） 法学部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１２年） 法学部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１３年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成１９年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿(平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２6年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便発送簿（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便発送簿（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便発送簿（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便発送簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 文書処理 文書発送 郵便発送簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 図書関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 図書関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 図書関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 図書関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 図書関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学術振興基金運用委員会（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学術振興基金運用委員会（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学術振興基金運用委員会（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学術振興基金運用委員会（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学術振興基金運用委員会（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 研究助成関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 研究助成関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 研究助成関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 研究助成関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 研究助成関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 研究助成関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 研究助成関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 研究助成関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 日本学術振興会（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 日本学術振興会（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 日本学術振興会（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 日本学術振興会（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 日本学術振興会（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 特別研究員（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 特別研究員（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 特別研究員（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 特別研究員（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 特別研究員（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 特別研究員（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 特別研究員（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 特別研究員（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 交流協定関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 交流協定関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 交流協定関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 交流協定関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 交流協定関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 交流協定関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 交流協定関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 交流協定関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 受託研究・共同研究関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 受託研究・共同研究関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 受託研究・共同研究関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 受託研究・共同研究関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 受託研究・共同研究関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 グローバルCOE関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 グローバルCOE関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 グローバルCOE関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 グローバルCOE関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 科学研究費補助金（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 科学研究費補助金（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 科学研究費補助金（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 科学研究費補助金（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 科学研究費補助金（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 科学研究費補助金（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 科学研究費補助金（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 科学研究費補助金（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 研究助成 厚生労働科学研究費補助金（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 外国人客員研究員（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 外国人客員研究員（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 外国人客員研究員（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 外国人客員研究員（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 研究協力 国際交流 外国人客員研究員（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部庶務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務雑件（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務雑件（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務雑件（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務雑件（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 教務雑件（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 修学指導（平成２２年度～２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 修学指導（平成２７年度～） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（昭和６３年度） 法学部事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成元年度） 法学部事務長 教務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成２年度） 法学部事務長 教務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成３年度） 法学部事務長 教務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成４年度） 法学部事務長 教務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成５年度） 法学部事務長 教務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成６年度） 法学部事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成７年度） 法学部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成８年度） 法学部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成９年度） 法学部事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成１０年度） 法学部事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成１１年度） 法学部事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 教授会（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 学部教授会（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 調査・照会（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 調査・照会（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 調査・照会（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 調査・照会（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 調査・照会（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 学校基本調査（平成１５～２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 学校基本調査（平成２２～２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 学校基本調査（平成２５年度～２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 その他 その他（教務） 学校基本調査（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 各種資格 各種資格 司法試験関係（平成５～９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 各種資格 各種資格 司法試験関係（平成１０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 各種資格 各種資格 司法試験関係（平成１１～１３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 各種資格 各種資格 司法試験関係（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 各種資格 各種資格 司法試験関係（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 各種資格 各種資格 司法試験関係（平成１６年度～平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 各種資格 各種資格 旧司法試験第一次試験免除要件証明書（平成１９年度～平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故・不祥事（平成８～２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故・不祥事（平成２１年度～） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 その他 証明（平成１４～１５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2003年度 2004/4/1 15年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2007年3月31日　延長期間：12年

法学研究科・法学部事務部 学籍 その他 証明書関係（英文・教職・その他）（平成１７～１９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：7年

法学研究科・法学部事務部 学籍 その他 証明書関係（英文・教職・その他）（平成１８～２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/4/1 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 聴講生・科目等履修生関係綴（平成１３～１５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 聴講生・科目等履修生関係綴（平成１６年度～平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 聴講生・科目等履修生（平成２２年度～平成２４年度前期） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 聴講生・科目等履修生（平成２４年度後期～２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 聴講生・科目等履修生（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 聴講生・科目等履修生（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（学部） 学生異動（平成１７～２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（学部） 学生異動（平成２１～２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（学部） 学生異動（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（学部） 学生異動（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（学部） 学生異動（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（学部） 学生異動（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（学部） 学生異動（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（学部） 学生異動（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成１１年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成１２年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成１３年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成１４年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成１５年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成１６年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成１７年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成１８年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成１９年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成２０年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成２１年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成２２年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成２３年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成２４年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成２５年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断



法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成２６年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成２７年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学生カード・成績証明書（平成２８年３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍カード（昭和２２年） 法学部事務長 教務掛 1947年度 1948/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍カード（昭和２３年） 法学部事務長 教務掛 1948年度 1949/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍カード（昭和２４年） 法学部事務長 教務掛 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍カード（昭和２５年） 法学部事務長 教務掛 1950年度 1951/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和２５．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1950年度 1951/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和２６．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1951年度 1952/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和２７．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和２８．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和２９．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３０．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３１．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1956年度 1957/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３２．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1957年度 1958/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３３．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1958年度 1959/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３４．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３５．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1960年度 1961/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３６．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1961年度 1962/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３７．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1962年度 1963/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３８．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1962年度 1963/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和３９．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1963年度 1964/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４０．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1964年度 1965/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４１．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1965年度 1966/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４２．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４３．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４４．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1968年度 1969/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４５．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４６．６月卒） 法学部事務長 教務掛 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４７．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1972年度 1973/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４８．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和４９．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５０．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５１．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５２．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５３．６月、３月卒） 法学部事務長 教務掛 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５４．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５５．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５６．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５７．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５８．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和５９．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和６０．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和６１．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和６２．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（昭和６３．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１０．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１１．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１２．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１３．３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１４．３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１５．３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１６．３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１７．３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１８．３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成１９．３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成２．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成２０．３月卒） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成３．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成４．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成５．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成６．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成７．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成８．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成９．３月卒） 法学部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成元年３月卒） 法学部事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（除籍・退学者）（昭和２３．３～昭和５８．３） 法学部事務長 教務掛 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（除籍・退学者）（昭和５９．３～平成１３．３） 法学部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学部退学者・除籍者　学生カード・成績証明書（平成１４年度以降入学者） 法学部事務長 教務掛 2002年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 成績簿（学籍簿控）（昭和２４年） 法学部事務長 教務掛 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 成績簿（学籍簿控）（昭和２５年） 法学部事務長 教務掛 1950年度 1951/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 成績簿（学籍簿控）（昭和２６年） 法学部事務長 教務掛 1951年度 1952/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業者名簿（昭和２５年～４４年卒） 法学部事務長 教務掛 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業者名簿（昭和４５年～５４年卒） 法学部事務長 教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業者名簿（昭和５５年～６３年卒） 法学部事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業者名簿（平成元年～８年卒） 法学部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業者名簿（平成９年～） 法学部事務長 教務掛 1997年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業生索引簿（昭和２６年卒） 法学部事務長 教務掛 1951年度 1952/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 卒業 卒業判定・学位記関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 科目等履修生関係綴（平成５年後期～平成１２年度） 法学部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和６３年度） 法学部事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 聴講生 聴講生関係綴（平成元～３年度） 法学部事務長 教務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 聴講生 聴講生関係綴（平成５年度前期～７年度前期） 法学部事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 聴講生 聴講生関係綴（平成７年度後期～１２年度後期） 法学部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 既修得単位認定関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 既修得単位認定関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 既修得単位認定関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 既修得単位認定関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 既修得単位認定関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 演習募集関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 演習募集関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 演習募集関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 演習募集関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 演習募集関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 授業関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 授業関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 授業関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 授業関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 授業関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 論文関係（平成１５年度～） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2003年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 学部・公共履修届（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 学部・公共履修届（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 学部・公共履修届（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 学部・公共履修届（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 学部・公共履修届（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験問題（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験問題（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験問題（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験問題（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 定期試験問題（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 開講計画関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 開講計画関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 開講計画関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 開講計画関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 開講計画関係（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 進級判定関係（平成２４年度～26年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 進級判定関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 進級判定関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 ２年次履修コース登録・変更届（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 ２年次履修コース登録・変更届（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 ２年次履修コース登録・変更届（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 ２年次履修コース登録・変更届（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 専門教育 ２年次履修コース登録・変更届（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職課程申請 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職課程認定関係（平成元～６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教免再課程認定関係（平成１１～１７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 大学院教職免許関係 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教員免許状更新講習（平成２１年度～） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成元年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成１０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成１１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成１２～１４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断



法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許状関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧・シラバス関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 Ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ（１９８７年） 法学部事務長 教務掛 1986年度 1987/1/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 Ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ（１９８８年） 法学部事務長 教務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 Ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ（１９９５年） 法学部事務長 教務掛 1994年度 1995/1/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 Ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ（１９９８年） 法学部事務長 教務掛 1997年度 1998/1/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 Ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ（２００４） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2003年度 2004/1/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（１９９５） 法学部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（１９９６） 法学部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（１９９７） 法学部事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（１９９８） 法学部事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（１９９９） 法学部事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２０００） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２００１） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２００２） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２００３） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２００４） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２００５） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２００６） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２００７） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２００８） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２００９） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス１年用（２０１０） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（１９９６） 法学部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（１９９７） 法学部事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（１９９８） 法学部事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（１９９９） 法学部事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２０００） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２００１） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２００２） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２００３） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２００４） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２００５） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２００６） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２００７） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２００８） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２００９） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２０１０） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス２～４年用（２０１１） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス（２０１２） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス（２０１３） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 シラバス（２０１４） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（昭和２６年） 法学部事務長 教務掛 1951年度 1952/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（昭和２７年） 法学部事務長 教務掛 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（昭和２８年） 法学部事務長 教務掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（昭和４５～４９年） 法学部事務長 教務掛 1974年度 1975/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（昭和５０～５９年） 法学部事務長 教務掛 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（昭和６０～６３年） 法学部事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（平成元年） 法学部事務長 教務掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（平成２年） 法学部事務長 教務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（平成３年） 法学部事務長 教務掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（平成４年） 法学部事務長 教務掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（平成５年） 法学部事務長 教務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（平成６年） 法学部事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（平成７年） 法学部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（１９９５年） 法学部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（１９９６年） 法学部事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（１９９７年） 法学部事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（１９９８年） 法学部事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（１９９９年） 法学部事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２０００年） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２００１年） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２００２年） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断



法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２００３年） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２００４年） 法学研究科・法学部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２００５年） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２００６年） 法学研究科・法学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２００７年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２００８年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２００９年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２０１０年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２０１２年第２年次進級者用） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２０１３年第２年次進級者用） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２０１４年第２年次進級者用） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 学生便覧（２０１５年第２年次進級者用） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和４７年） 法学部事務長 教務掛 1972年度 1973/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和４８年） 法学部事務長 教務掛 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和４９年） 法学部事務長 教務掛 1974年度 1975/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５０年） 法学部事務長 教務掛 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５１年） 法学部事務長 教務掛 1976年度 1977/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５２年） 法学部事務長 教務掛 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５３年） 法学部事務長 教務掛 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５４年） 法学部事務長 教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５５年） 法学部事務長 教務掛 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５６年） 法学部事務長 教務掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５７年） 法学部事務長 教務掛 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５８年） 法学部事務長 教務掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和５９年） 法学部事務長 教務掛 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和６０年） 法学部事務長 教務掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和６１年） 法学部事務長 教務掛 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和６２年） 法学部事務長 教務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（昭和６３年） 法学部事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（平成元年） 法学部事務長 教務掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（平成２年） 法学部事務長 教務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（平成３年） 法学部事務長 教務掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（平成４年） 法学部事務長 教務掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（平成５年） 法学部事務長 教務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（平成６年） 法学部事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 学部資料 講義要領（平成７年） 法学部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 法令 本学規程等 規程関係綴(平成５～１３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 法令 本学規程等 規程改正（学内関係）(平成１５年度～） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2003年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 法令 本学規程等 規程改正（学外関係）(平成１５年度～） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2003年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 外部評価 外部評価（学部） 法学部外部評価関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 インターンシップ（学部・公共） エクスターンシップ（法学部・公共政策大学院・法学研究科法学政治学専攻）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 インターンシップ（学部・公共） エクスターンシップ（法学部・公共政策大学院・法学研究科法学政治学専攻）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 インターンシップ（学部・公共） エクスターンシップ（法学部・公共政策大学院・法学研究科法学政治学専攻）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 就職ガイダンス 就職ガイダンス（平成２５年度～平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 就職関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 進路調査票（学部・公共）（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 進路調査票（学部・公共）（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 進路調査票（学部・公共）（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 進路調査票（学部・公共）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 進路調査票（学部・公共）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 進路調査票（学部・公共）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 進路調査票（学部・公共）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 就職 就職（学部・公共） 進路調査票（学部・公共）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 研究助成 研究助成（博士後期課程） 博士後期課程在学生研究助成（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 センター試験 センター試験入試関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 センター試験 センター試験入試関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 センター試験 センター試験入試関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 センター試験 センター試験入試関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 センター試験 センター試験入試関係（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 一般入試 北大一般入試（前期・後期）入試関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 一般入試 北大一般入試（前期・後期）入試関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 一般入試 北大一般入試（前期・後期）入試関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 一般入試 北大一般入試（前期・後期）入試関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 一般入試 北大一般入試（前期・後期）入試関係（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 帰国子女入試 帰国子女入試（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 帰国子女入試 帰国子女入試（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 帰国子女入試 帰国子女入試（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 帰国子女入試 帰国子女入試（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 帰国子女入試 帰国子女入試（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 再入学試験 再入学（平成１５～２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 その他（学部） オープンキャンパス関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 その他（学部） オープンキャンパス関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 その他（学部） オープンキャンパス関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 その他（学部） オープンキャンパス関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断



法学研究科・法学部事務部 入学試験 その他（学部） オープンキャンパス関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 その他（学部） オープンキャンパス関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 その他（学部） オープンキャンパス関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 その他（学部） オープンキャンパス関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 その他（学部） オープンキャンパス関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 転部（平成１５～１９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 転部（平成２０年度～） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学関係（２・３年次）（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学関係（２・３年次）（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学関係（２・３年次）（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学関係（２・３年次）（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学関係（２・３年次）（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学（２・３年次）（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学（２・３年次）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学（２・３年次）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学（２・３年次）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学（２・３年次）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学（２・３年次）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学（２・３年次）（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学出願書類（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 編入学試験 編入学願書（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学関係 新入生オリエンテーション 新入生オリエンテーション（学部・編入・公共ガイダンス）（平成１８～２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学関係 新入生オリエンテーション 新入生オリエンテーション（学部・編入・公共ガイダンス）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学関係 新入生オリエンテーション 新入生オリエンテーション（学部・編入・公共ガイダンス）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学関係 新入生オリエンテーション 新入生オリエンテーション（学部・編入・公共ガイダンス）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学関係 新入生オリエンテーション 新入生オリエンテーション（学部・編入・公共ガイダンス）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学関係 新入生オリエンテーション 新入生オリエンテーション（学部・編入・公共ガイダンス）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 授業料関係 授業料 学納金管理システム関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 授業料関係 授業料 学納金管理システム関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成１９年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生関係（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生願書（平成１８～２５年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2006年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（平成１９～２０年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（特別聴講学生）（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（特別聴講学生）（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（特別聴講学生）（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（特別聴講学生）（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（特別聴講学生）（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（特別聴講学生）（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（特別聴講学生）（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（研究生・特別研究学生）（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（研究生・特別研究学生）（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（研究生・特別研究学生）（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（研究生・特別研究学生）（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（研究生・特別研究学生）（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（研究生・特別研究学生）（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生願書（研究生・特別研究学生）（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生（平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 国費外国人留学生（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 中国5千人プロジェクト（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 中国5千人プロジェクト（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 中国5千人プロジェクト（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 中国5千人プロジェクト（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 中国5千人プロジェクト（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 中国5千人プロジェクト（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 中国5千人プロジェクト（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 中国5千人プロジェクト（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生奨学金（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生奨学金（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生奨学金（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生奨学金（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 留学生奨学金（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 派遣 学生国際交流（派遣）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 派遣 学生国際交流（派遣）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 派遣 学生国際交流（派遣）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 派遣 学生国際交流（派遣）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 派遣 学生国際交流（派遣）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 学生国際交流（受入）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 学生国際交流（受入）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 学生国際交流（受入）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 学生国際交流（受入）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 学生国際交流（受入）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 外国人留学生入学手続書類（平成１９～２０年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 外国人留学生入学手続書類（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 外国人留学生入学手続書類（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 外国人留学生入学手続書類（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 外国人留学生入学手続書類（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 外国人留学生入学手続書類（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 外国人留学生入学手続書類（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 外国人留学生入学手続書類（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 外国人留学生入学手続書類（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 安全保障輸出管理事前確認シート（平成２２～２３年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 留学生 受入れ等 安全保障輸出管理事前確認シート（平成２４～２５年度） 法学研究科・法学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部教務担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 リサーチ・ペーパー（平成５．４～） 法学部事務長 学事掛 1993年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位論文（修士）（昭和３０．４～） 法学部事務長 学事掛 1955年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 科目等履修関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 科目等履修関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 科目等履修関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 科目等履修関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 科目等履修 科目等履修関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生の異動関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生異動（除籍）関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生異動（除籍）関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生異動（除籍）関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生異動（除籍）関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生異動（除籍）関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生異動（除籍）関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 学生異動（除籍）関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 修了 修了・進級判定（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 修了 修了・進級判定（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 修了 修了・進級判定（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 修了 修了・進級判定（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 修了 修了・進級判定（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 修了 修了・進級判定（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 修了 修了・進級判定（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 進路 進路状況調査票（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 進路 進路状況調査票（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 進路 進路状況調査票（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 進路 進路状況調査票（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 進路 進路状況調査票（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍カード（昭和２８年度～昭和５４年度） 法学部事務長 学事掛 1953年度 1980/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍カード（昭和５５年度～平成２年度） 法学部事務長 学事掛 1980年度 1991/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 学籍簿（平成３年度～） 法学部事務長 学事掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 学籍簿 法科大学院　在学者学籍簿（平成１６年度～） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 成績 成績関係（昭和２８．１０） 法学部事務長 学事掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成１１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断



法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 単位互換 単位互換関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学籍 保険 学研災・学研賠・法科賠関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 保険 学研災・学研賠・法科賠関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 保険 学研災・学研賠・法科賠関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 保険 学研災・学研賠・法科賠関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 保険 学研災・学研賠・法科賠関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 保険 学研災・学研賠・法科賠関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 保険 学研災・学研賠・法科賠関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 保険 学研災・学研賠・法科賠関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 保険 学研災・学研賠・法科賠関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 備品 貸与物品（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 備品 貸与物品（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 備品 貸与物品（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 備品 貸与物品（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 備品 貸与物品（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 単位修得退学関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 単位修得退学関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 単位修得退学関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 単位修得退学関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 単位修得退学関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学籍 学生の異動（研究科） 単位修得退学関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 新入生ガイダンス（RS・LS）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 新入生ガイダンス（RS・LS）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 新入生ガイダンス（RS・LS）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画関係（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画（弁護士会）関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画（弁護士会）関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画（弁護士会）関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画（弁護士会）関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 開講計画（弁護士会）関係（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 ＬＳ非常勤講師関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 ＬＳ非常勤講師関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 ＬＳ非常勤講師関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 ＬＳ非常勤講師関係（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 授業科目ナンバリング関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 授業科目ナンバリング関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院・法科大学院教育 授業科目ナンバリング関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 教務関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 教務関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 教務関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 教務関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 教務関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 授業関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 授業関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 授業関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 研究大学院授業関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 研究大学院授業関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 指導教員選定・変更関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 指導教員選定・変更関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 指導教員選定・変更関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 指導教員選定・変更関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　授業関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　授業関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　授業関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　授業関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　授業関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院用教材関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院用教材関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院用教材関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院用教材関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院用教材関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院懇親会関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院懇親会関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院懇親会関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院懇親会関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院懇親会関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 研究大学院履修届・成績（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 研究大学院履修届・成績（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 研究大学院履修届・成績（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 研究大学院履修届・成績（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 大学院教育 研究大学院履修届・成績（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　履修登録関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　履修登録関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　履修登録関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　履修登録関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 教育実施 法科大学院教育 法科大学院　履修登録関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 司法試験関係(平成２２年度～平成２７年度) 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 司法試験関係(平成２８年度) 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 新司法試験関係(平成１８～２１年度) 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2006年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 教員免許 教育職員免許（研究科） 教育職員免許状関係（平成元．４） 法学部事務長 学事掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 ジュニア・リサーチ・ジャーナル（平成６．１０） 法学部事務長 学事掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(１９９７年） 法学部事務長 学事掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧（１９９８年） 法学部事務長 学事掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(１９９９年） 法学部事務長 学事掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２０００年） 法学研究科・法学部事務長 学事掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２００１年） 法学研究科・法学部事務長 学事掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２００２年） 法学研究科・法学部事務長 学事掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２００３年） 法学研究科・法学部事務長 学事掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２００４年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２００５年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２００６年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２００７年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２００８年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２００９年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２０１０年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２０１１年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２０１２年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２０１３年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２０１４年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２０１５年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 学生便覧(２０１６年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領(１９９０年） 法学部事務長 学事掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領(１９９１年） 法学部事務長 学事掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領(１９９２年） 法学部事務長 学事掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領(１９９３年） 法学部事務長 学事掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（１９９４年） 法学部事務長 学事掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領(１９９５年） 法学部事務長 学事掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領(１９９６年） 法学部事務長 学事掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領(１９９７年） 法学部事務長 学事掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領(１９９８年） 法学部事務長 学事掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（１９９９年） 法学部事務長 学事掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２０００年） 法学研究科・法学部事務長 学事掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２００１年） 法学研究科・法学部事務長 学事掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２００２年） 法学研究科・法学部事務長 学事掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２００３年） 法学研究科・法学部事務長 学事掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２００４年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２００５年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２００６年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２００７年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２００８年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２００９年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２０１０年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２０１１年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２０１２年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２０１３年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２０１４年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２０１５年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 講義要領（２０１６年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 法学部研究・教育年報（昭和５７．４） 法学部事務長 学事掛 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 奨学金 その他の奨学金 民間団体等奨学金関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 その他の奨学金 民間団体等奨学金関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 その他の奨学金 民間団体等奨学金関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 その他の奨学金 民間団体等奨学金関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 その他の奨学金 民間団体等奨学金関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 その他の奨学金 千賀法曹育英会奨学金関係（平成２２年度～平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 その他の奨学金 千賀法曹育英会奨学金関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 その他の奨学金 千賀法曹育英会奨学金関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査（研究科） 統計・調査・資料関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 統計・調査・資料関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 統計・調査・資料関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 統計・調査・資料関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 統計・調査・資料関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 統計・調査・資料関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 統計・調査・資料関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 統計・調査・資料関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 統計・調査・資料関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 統計・調査・資料関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 教務課通知・照会関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 教務課通知・照会関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 教務課通知・照会関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 調査 調査(研究科) 教務課通知・照会関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入学試験問題（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入学試験問題（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入学試験問題（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入学試験問題（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入学試験問題（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士１次）（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（修士２次）（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 大学案内（研究科） 大学院入試関係（博士）（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断



法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除・徴収猶予関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除・徴収猶予関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除・徴収猶予関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除・徴収猶予関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除・徴収猶予関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位申請（課程博士・論文博士）関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位申請（課程博士・論文博士）関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位申請（課程博士・論文博士）関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位申請（課程博士・論文博士）関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位申請（課程博士・論文博士）関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位申請（課程博士・論文博士）関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 修了 事前審査論文・研究経過報告書（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 修了 事前審査論文・研究経過報告書（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 修了 事前審査論文・研究経過報告書（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 修了 事前審査論文・研究経過報告書（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 修了 事前審査論文・研究経過報告書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 修了 事前審査論文・研究経過報告書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 修了 事前審査論文・研究経過報告書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 修了 事前審査論文・研究経過報告書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 修了 事前審査論文・研究経過報告書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位簿（乙）（昭和３７．６～） 法学部事務長 学事掛 1962年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位簿（甲）（昭和３６．１～） 法学部事務長 学事掛 1961年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 学位 学位 学位論文（課程博士・論文博士）（昭和３６．４～） 法学部事務長 学事掛 1961年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院適性試験 法科大学院適性試験関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２００４年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２００５年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２００６年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２００７年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２００８年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２００９年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２０１０年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２０１１年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２０１２年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２０１３年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２０１４年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２０１５年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　学生便覧（２０１６年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２００４年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２００５年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２００６年） 法学研究科・法学部事務長 学事係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２００７年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２００８年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２００９年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２０１０年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２０１１年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２０１２年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２０１３年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２０１４年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２０１５年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 資料 法科大学院資料 法科大学院　講義要領（２０１６年） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2003年度 2004/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断



法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入試関係（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 入試制度検討委員会・入学者選抜委員会（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 入試制度検討委員会・入学者選抜委員会（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 入試制度検討委員会・入学者選抜委員会（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 入試制度検討委員会・入学者選抜委員会（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 入試制度検討委員会・入学者選抜委員会（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 入試制度検討委員会・入学者選抜委員会（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院東京試験場（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院東京試験場（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院東京試験場（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院東京試験場（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院東京試験場（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院東京試験場（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院東京試験場（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入学試験問題（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入学試験問題（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入学試験問題（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入学試験問題（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 入学試験 法科大学院 法科大学院　入学試験問題（平成２９年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成１６年度） 法学研究科・法学部事務長 専門員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 専門職員 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 専門職員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 学術研究担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 会議 学内会議 法科大学院教員会議（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 専門研究員・申請書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 専門研究員・申請書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 専門研究員・申請書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 専門研究員・申請書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 専門研究員関係（平成２０年度～平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 専門研究員関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 専門研究員関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 法科大学院関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 法科大学院関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 法科大学院関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 法科大学院 法科大学院関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 エクスターンシップ（法科大学院） 法科大学院エクスターンシップ関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 エクスターンシップ（法科大学院） 法科大学院エクスターンシップ関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 エクスターンシップ（法科大学院） 法科大学院エクスターンシップ関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 エクスターンシップ（法科大学院） 霞が関インターンシップ関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 エクスターンシップ（法科大学院） 霞が関インターンシップ関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 就職 エクスターンシップ（法科大学院） 霞が関インターンシップ関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 法令 規程等 学事担当関係規定改正等（平成２１年度～平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 法令 規程等 学事担当関係規定改正等（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 法令 規程等 学事担当関係規定改正等（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 法政ジャーナル（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 法政ジャーナル（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 法政ジャーナル（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 法政ジャーナル（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 図書 図書 法政ジャーナル（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 学事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 資料 研究科資料 北大法学論集（昭和２６．９） 法学部事務長 学事掛 1951年度 1952/4/1 常用 未定 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部学事担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 警備日誌（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 警備日誌（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 警備日誌（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 警備日誌（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 警備日誌（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 警備日誌（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 警備日誌（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務（日報）（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務（日報）（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務（日報）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務（日報）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務（日報）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務（日報）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務（日報）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 雑件 事務取扱（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 雑件 事務取扱（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 その他 雑件 事務取扱（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 雑件 事務取扱（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 その他 雑件 事務取扱（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金債権計上票（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金債権計上票（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金債権計上票（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金債権計上票（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金債権計上票（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金債権計上票（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金債権計上票（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 給与関係 年末調整（平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2008年度 2009/1/1 10年 2018/12/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 給与関係 年末調整（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2009年度 2010/1/1 10年 2019/12/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 給与関係 年末調整（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/1/1 10年 2020/12/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 給与関係 年末調整（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/1/1 10年 2021/12/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 給与関係 年末調整（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/1/1 10年 2022/12/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 給与関係 年末調整（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/1/1 10年 2023/12/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 給与関係 年末調整（平成２６年） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 給与関係 年末調整（平成２７年） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/1/1 10年 2025/12/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 給与関係 年末調整（平成２８年） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/1/1 10年 2026/12/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 工事 工事現場関係書類 竣工図（建築関係）（昭和４１年度） 法学部事務長 会計掛 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 物品庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 工事 工事現場関係書類 竣工図（建築関係）（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 物品庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 工事 工事現場関係書類 竣工図（設備関係）（昭和５１年度） 法学部事務長 会計掛 1976年度 1977/4/1 常用 未定 紙 物品庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 工事 工事現場関係書類 竣工図（設備関係）（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 物品庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 工事 工事現場関係書類 竣工図（電気関係）（昭和４１年度） 法学部事務長 会計掛 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 物品庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 工事 工事現場関係書類 竣工図（電気関係）（平成１８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 物品庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 副総括文書管理者が判断
法学研究科・法学部事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 不動産等短期借受申請書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 不動産等短期借受申請書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 不動産等短期借受申請書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理者届出書（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 国有財産台帳及び附属図面類 法定帳簿副本 国有財産台帳副本（平成　８年度） 法学部事務長 会計掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 計算証明関係 収入金現金出納計算書（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料債権計上票（控）（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料債権計上票（控）（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料債権計上票（控）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料債権計上票（控）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料債権計上票（控）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料債権計上票（控）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料債権計上票（控）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料未納調書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料未納調書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料未納調書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料未納調書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 歳入関係 収入関係 授業料未納調書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 委任状・旅費受領簿（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 委任状・旅費受領簿（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 委任状・旅費受領簿（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 委任状・旅費受領簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 委任状・旅費受領簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄



法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 旅費・謝金等の口座振込申出／変更申出書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 旅費・謝金等の口座振込申出／変更申出書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 旅費・謝金等の口座振込申出／変更申出書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 旅費・謝金等の口座振込申出／変更申出書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 支払関係文書 支払関係 旅費・謝金等の口座振込申出／変更申出書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 不用決定関係書類（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 不用決定関係書類（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 不用決定関係書類（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 不用決定関係書類（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 不用決定関係書類（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 役務に関する書類 電気設備定期点検（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 役務に関する書類 電気設備定期点検（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 役務に関する書類 電気設備定期点検（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 役務に関する書類 電気設備定期点検（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 役務に関する書類 電気設備定期点検（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 取引に関する書類 営繕関係　債務計上票（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 取引に関する書類 営繕関係　債務計上票（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 取引に関する書類 営繕関係　債務計上票（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 取引に関する書類 営繕関係　債務計上票（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 取引に関する書類 営繕関係　債務計上票（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 取引に関する書類 営繕関係　債務計上票（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 役務 取引に関する書類 営繕関係　債務計上票（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 概算要求関係 平成２７年度　概算要求書及び関連資料 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 概算要求関係 平成２８年度　概算要求書及び関連資料 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 概算要求関係 平成２９年度　概算要求書及び関連資料 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 各種経費要求関係 平成２７年度　概算要求書及び関連資料（施設関係） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 各種経費要求関係 平成２８年度　概算要求書及び関連資料（施設関係） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 各種経費要求関係 平成２９年度　概算要求書及び関連資料（施設関係） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 各種調書関係 回答文書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 各種調書関係 回答文書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 各種調書関係 回答文書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 各種調書関係 回答文書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 各種調書関係 回答文書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 決算及び予算配当案（学部内）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 決算及び予算配当案（学部内）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 決算及び予算配当案（学部内）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 決算及び予算配当案（学部内）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 決算及び予算配当案（学部内）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 予算配分通知等（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 予算配分通知等（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 予算配分通知等（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 予算配分通知等（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 歳出予算関係 予算配分通知等（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
法学研究科・法学部事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 法学研究科・法学部事務長 法学研究科・法学部会計担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター 情報資料部 情報資料部 ＨＩＮＥＳ　ＨＵＢポート管理台帳（１９９８年度～） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター教官 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 研究室（２０５号室） スラブ・ユーラシア研究センター長 スラブ・ユーラシア研究センター教員 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター 情報資料部 情報資料部 ＨＩＮＥＳ「ＰＩＰーＰＯＰ」登録通知書（１９９８年度～） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター教官 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 研究室（２０５号室） スラブ・ユーラシア研究センター長 スラブ・ユーラシア研究センター教員 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター 情報資料部 情報資料部 ＨＩＮＥＳポート使用承認書（１９９８年度～） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター教官 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 研究室（２０５号室） スラブ・ユーラシア研究センター長 スラブ・ユーラシア研究センター教員 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター 情報資料部 情報資料部 ＨＩＮＥＳ関係申請書（１９９８年度～） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター教官 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 研究室（２０５号室） スラブ・ユーラシア研究センター長 スラブ・ユーラシア研究センター教員 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター 情報資料部 情報資料部 ＩＰ端末管理台帳（１９９８年度～） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター教官 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 研究室（２０５号室） スラブ・ユーラシア研究センター長 スラブ・ユーラシア研究センター教員 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 スラブ研究センター設置準備委員会 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（昭和５３～５８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（昭和５９～６２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（昭和６３～平成元年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２～８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成９～１２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成１３～平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成１６～１９年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断



スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 運営委員会（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成１０～１１年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成１２～１３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成１４～１５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成１６～１７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成１８年度～２０年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成２１年度～　　） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成２～４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 協議員会（平成８～９年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会議 学内会議 評価委員会（平成１７年度～） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 昇降機設備保守点検報告書（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 昇降機設備保守点検報告書（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 昇降機設備保守点検報告書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 昇降機設備保守点検報告書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 昇降機設備保守点検報告書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 昇降機設備保守点検報告書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 昇降機設備保守点検報告書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 消防設備保守点検報告書（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 消防設備保守点検報告書（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 消防設備保守点検報告書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 消防設備保守点検報告書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 消防設備保守点検報告書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 消防設備保守点検報告書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 点検報告 消防設備保守点検報告書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 情報（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 情報（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 情報（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 情報（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 情報（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 会計（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 会計（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 会計（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 会計（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 会計（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 契約関係（調達課）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 契約関係（調達課）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 契約関係（調達課）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 契約関係（調達課）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 契約関係（調達課）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 施設（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 施設（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 施設（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 施設（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 会計関係その他 会計関係その他 施設（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 シンポジウム シンポジウム（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 シンポジウム シンポジウム（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 シンポジウム シンポジウム（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 シンポジウム シンポジウム（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 シンポジウム シンポジウム（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 公開講座 公開講座（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 公開講座 公開講座（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 公開講座 公開講座（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 公開講座 公開講座（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 開放事業 公開講座 公開講座（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 その他外国人研究員（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 その他外国人研究員（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 その他外国人研究員（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 その他外国人研究員（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 その他外国人研究員（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人特任教員（旧外国人研究員）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄



スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人特任教員（旧外国人研究員）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人特任教員（旧外国人研究員）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人特任教員（旧外国人研究員）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人特任教員（旧外国人研究員）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人研究員（客員）応募書類（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人研究員（客員）応募書類（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人研究員（客員）応募書類（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人研究員（客員）応募書類（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外国人研究員 外国人研究員 外国人研究員（客員）応募書類（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 実績報告書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 補助金交付後5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 実績報告書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 補助金交付後5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 実績報告書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 補助金交付後5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 実績報告書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 補助金交付後5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 実績報告書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 補助金交付後5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 研究者別受払状況（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 研究者別受払状況（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 研究者別受払状況（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 研究者別受払状況（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 研究者別受払状況（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 補助金交付後5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 補助金交付後5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 補助金交付後5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 補助金交付後5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 補助金交付後5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（新学術領域研究）（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 補助金交付後5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（新学術領域研究）（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 補助金交付後5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（新学術領域研究）（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 補助金交付後5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（新学術領域研究）（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 補助金交付後5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（新学術領域研究）（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 補助金交付後5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 グローバルCOEプログラム（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 2019/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 グローバルCOEプログラム（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 グローバルCOEプログラム（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 グローバルCOEプログラム（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 グローバルCOEプログラム（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 ITP（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 ITP（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 ITP（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 ITP（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 補助金 ITP（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 外部研究助成 研究助成（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 外部研究助成 研究助成（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 外部研究助成 研究助成（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 外部研究助成 研究助成（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 外部研究助成 研究助成（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 日本学術振興会特別研究員（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 期間終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 日本学術振興会特別研究員（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 期間終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 日本学術振興会特別研究員（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 期間終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 日本学術振興会特別研究員（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 期間終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 日本学術振興会特別研究員（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 期間終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 学振（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 学振（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 学振（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 学振（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 学振・在研等 学振（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 鈴川基金 鈴川・中村基金奨励研究員（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 鈴川基金 鈴川・中村基金奨励研究員（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 鈴川基金 鈴川・中村基金奨励研究員（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 鈴川基金 鈴川・中村基金奨励研究員（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学術研究助成 鈴川基金 鈴川・中村基金奨励研究員（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学務 教務 教務（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学務 教務 教務（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学務 教務 教務（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学務 教務 教務（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 学務 教務 教務（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 給与関係 採用・退職社会保険等手続（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 給与関係 採用・退職社会保険等手続（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 給与関係 採用・退職社会保険等手続（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 給与関係 採用・退職社会保険等手続（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 給与関係 採用・退職社会保険等手続（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 給与関係 採用・退職社会保険等手続（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 給与関係 採用・退職社会保険等手続（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄



スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 共同研究員 共同研究員 共同研究員（平成２５年４月～平成２７年３月） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄

共同研究員 共同研究員 共同研究員（平成２７年４月～平成２９年３月） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
共同研究員 共同研究員 共同研究員（平成２８年４月～平成３０年３月） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄

スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調査（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調査（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調査（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 監査（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 監査（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 監査（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 監査（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 監査（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 監査（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 検査・監査 会計検査院会計実地検査 監査（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 国際交流 大学間・部局間交流協定 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 国際交流 国際交流（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 国際交流 国際交流（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 国際交流 国際交流（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 国際交流 国際交流（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 国際交流 国際交流（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 留学生 留学生（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 留学生 留学生（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 留学生 留学生（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 留学生 留学生（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 留学生 留学生（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 留学生 留学生（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 国際交流 留学生 留学生（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 振替伝票・予算執行振替伝票（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 振替伝票・予算執行振替伝票（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 振替伝票・予算執行振替伝票（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 振替伝票・予算執行振替伝票（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 振替伝票・予算執行振替伝票（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 振替伝票・予算執行振替伝票（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 支払関係 帳票関係 振替伝票・予算執行振替伝票（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 SLAVIC　RESEARCH　CENTER　NEWS 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1993年 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センターニュース 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1979年 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センターの４０年 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1995年 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センターを研究する「点検評価報告集No.1」 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1994年 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センターを研究する「点検評価報告集No.2」 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1996年 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センターを研究する「点検評価報告集No.3」 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1997年 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センターを研究する「点検評価報告集No.4-1〈外部評価〉」 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2000年 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センターを研究する「点検評価報告集No.4-2〈資料集〉」 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2000年 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センターを研究する「点検評価報告書No.5自己評価」 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2002年 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センターを研究する「点検評価報告書No.6」 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2006年 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センター概要 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1993年 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 資料 センター資料 スラブ研究センター規程集 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1990年 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 規程 規程（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 規程 規程（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 規程 規程（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 規程 規程（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 規程 規程（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 その他調査・回答（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 その他調査・回答（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 その他調査・回答（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 その他調査・回答（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 その他調査・回答（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 企画関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 企画関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 企画関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 企画関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 企画関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 庶務関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 庶務関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 庶務関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 庶務関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 庶務関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 共同利用・共同研究（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄



スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 共同利用・共同研究（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 共同利用・共同研究（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 共同利用・共同研究（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 共同利用・共同研究（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 附置研・センター長会議（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 附置研・センター長会議（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 附置研・センター長会議（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 附置研・センター長会議（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 附置研・センター長会議（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 会議通知（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 会議通知（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 産学連携（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 産学連携（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 産学連携（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 産学連携（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 庶務 庶務 産学連携（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 人事 人事（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 人事 人事（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 人事 人事（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 人事 人事（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 人事 人事（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 給与 特別昇給関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 給与 特別昇給関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 給与 普通昇給関係（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 給与 普通昇給関係（平成２０年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 給与 普通昇給関係（平成２１年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 定員・現員関係 ポイント管理台帳（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 定員・現員関係 ポイント管理台帳（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 定員・現員関係 ポイント管理台帳（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 定員・現員関係 ポイント管理台帳（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 定員・現員関係 ポイント管理台帳（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 定員・現員関係 ポイント管理台帳（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 定員・現員関係 ポイント管理台帳（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 休暇簿（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 休暇簿（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 休暇簿（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 休暇簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 休暇簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与変更簿（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与変更簿（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与変更簿（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与変更簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与変更簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与支給ファイル（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与支給ファイル（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与支給ファイル（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与支給ファイル（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与支給ファイル（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与支給ファイル（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 給与支給ファイル（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 出勤簿（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 出勤簿（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 出勤簿（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 出勤簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 勤務状況・非常勤職員 出勤簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張依頼書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張依頼書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張依頼書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張依頼書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張依頼書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張台帳（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張台帳（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張台帳（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張台帳（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 出張台帳（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 旅行命令簿（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 旅行命令簿（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 旅行命令簿（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 旅行命令簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 出張関係 旅行命令簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 称号授与・表彰 名誉教授称号授与（平成２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 称号授与・表彰 名誉教授称号授与（平成４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 称号授与・表彰 名誉教授称号授与（平成５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 称号授与・表彰 名誉教授称号授与（平成１５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 称号授与・表彰 名誉教授称号授与（平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・定員内職員 センター長候補者選考結果（平成１９年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断



スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・定員内職員 人事異動上申書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・定員内職員 人事異動上申書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・定員内職員 人事異動上申書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・定員内職員 人事異動上申書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・定員内職員 人事異動上申書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・定員内職員 人事記録 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・非常勤職員 人事異動上申書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・非常勤職員 人事異動上申書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・非常勤職員 人事異動上申書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・非常勤職員 人事異動上申書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・非常勤職員 人事異動上申書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 任免・非常勤職員 人事記録 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1996年度 1997/4/1 退職後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 併任・兼業 併任・兼業関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 併任・兼業 併任・兼業関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 併任・兼業 併任・兼業関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 併任・兼業 併任・兼業関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 人事 併任・兼業 併任・兼業関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 図書関係その他 その他 図書関係文書(平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 図書関係その他 その他 図書関係文書(平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 図書関係その他 その他 図書関係文書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 図書関係その他 その他 図書関係文書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 図書関係その他 その他 図書関係文書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 図書物品関係 図書基礎カード 図書基礎カード（昭和28年-昭和60年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1953年 1954/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 図書物品関係 物品管理簿 物品管理簿（甲）（昭和32年-）図書・マイクロ資料 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1957年 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 図書物品関係 物品管理簿 物品管理簿（甲）（昭和32年-昭和60年）図書和 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1957年 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 定員 定員 定員・現員管理簿（昭和５２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1977年度 1978/4/1 退職後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 定員 定員 定員関係（昭和５３年度～） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 点検・評価 点検・評価 点検評価（平成１０年度～平成１３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 点検・評価 点検・評価 点検評価（平成１４年度～平成１７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 入試 入試 入試関係（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 入試 入試 入試関係（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 入試 入試 入試関係（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 入試 入試 入試関係（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 入試 入試 入試関係（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 福利厚生 身分証明書 身分証明書台帳（平成８年度～） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
スラブ・ユーラシア研究センター事務 物品関係 物品関係 購入依頼書（平成２２年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 物品関係 物品関係 購入依頼書（平成２３年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 物品関係 物品関係 購入依頼書（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 物品関係 物品関係 購入依頼書（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 物品関係 物品関係 購入依頼書（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 物品関係 物品関係 購入依頼書（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 物品関係 物品関係 購入依頼書（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成４年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1992年 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成５年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1993年 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成６年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1994年 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成７年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1995年 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成８年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1996年 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成９年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1997年 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１０年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1998年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１１年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１２年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１３年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１４年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2002年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１５年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2003年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１６年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１７年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１８年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2006年 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１９年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2007年 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２０年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2008年 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２１年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務掛 2009年 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２２年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2010年 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２３年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２４年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２５年） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書類保管室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 予算 概算要求関係 概算要求（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 予算 概算要求関係 概算要求（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 予算 概算要求関係 概算要求（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 予算 予算配当関係 予算配分（平成２４年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 予算 予算配当関係 予算配分（平成２５年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 予算 予算配当関係 予算配分（平成２６年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 予算 予算配当関係 予算配分（平成２７年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄
スラブ・ユーラシア研究センター事務 予算 予算配当関係 予算配分（平成２８年度） 法学研究科・法学部事務長 スラブ研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 法学研究科・法学部事務長 スラブ・ユーラシア研究センター事務担当 廃棄



経済学事務部 会計担当 その他 会計各種システム関係（平成２５年度） 事務長 会計係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ予算簿（奨学寄付金）（平成２３年度） 事務長 会計係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 会計各種システム関係（平成２６年度） 事務長 会計係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 会計各種システム関係（平成２７年度） 事務長 会計係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 会計各種システム関係（平成２８年度） 事務長 会計係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 その他 預金通帳 旅費口座通帳（キャッシュカード付属）（平成１７年度～） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 使用終了後7年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 給与 給与 基準給与簿（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 警備日誌（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 ７年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 警備日誌（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 ７年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 清掃日誌（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 ７年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 清掃日誌（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 ７年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 除雪日誌（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 ７年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 生命保険料等の銀行口座引落関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 支払関係 タクシーチケット関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 各種調書関係 予算調書関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 契約関係 調達関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料保証書関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 資産関係 たな卸関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 会議費関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 各種委員会関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 財務会計関係【財務会計システム予算配分登録関係】（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 情報関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 安全管理関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 施設関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 給与処理関係（社会保険等）（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 年末調整関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算配当増減通知書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算 概算要求関係資料（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算 概算要求関係資料（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算 概算要求関係資料（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ予算簿（奨学寄付金）（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 管財・施設 管財・施設 防火管理（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 契約 契約 契約（締結）（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 検査・監査 会計検査院実地検査 会計実地検査（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 歳入 収入 授業料債権管理等（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 歳入 帳票 振替伝票（収入）（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 支払 帳票 債権計上票（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 支払 帳票 支出予算簿（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 支払 帳票 収入予算簿（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 予算 概算要求等 歳出概算要求書等（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 予算 予算配当 予算振替依頼書（振替伝票等）（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 各種調書関係 予算調書関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 契約関係 調達関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料保証書関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 会議費関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 各種委員会関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 財務会計関係【財務会計システム予算配分登録関係】（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 情報関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 謝金（申請・支払手続、債主登録）関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 法人文書ファイル管理関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 安全管理関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 施設関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 給与関係（支払報告、各種申請等）（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 年末調整関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算配当増減通知書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算 予算関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 管財・施設 管財・施設 防火管理（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 契約 契約 契約（締結）（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 検査・監査 会計検査院実地検査 会計実地検査（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 歳入 収入 授業料債権管理等（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 歳入 帳票 振替伝票（収入）（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 支払 帳票 債権計上票（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 支払 帳票 支出予算簿（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 支払 帳票 収入予算簿（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 予算 概算要求等 歳出概算要求書等（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 予算 予算配当 予算振替依頼書（振替伝票等）（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 委任経理金関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 各種調書関係 予算調書関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 各種調書関係 予算調書関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 契約関係 調達関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 契約関係 調達関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 契約関係 調達関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係【検定料・入学料等振替伝票，振替用紙】（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄



経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料保証書関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料保証書関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料保証書関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 会議費関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 会議費関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 会議費関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 各種委員会関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 各種委員会関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 各種委員会関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 財務会計関係【財務会計システム予算配分登録関係】（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 財務会計関係【財務会計システム予算配分登録関係】（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 財務会計関係【財務会計システム予算配分登録関係】（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 情報関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 情報関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 情報関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 謝金（申請・支払手続、債主登録）関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 謝金（申請・支払手続、債主登録）関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 謝金（申請・支払手続、債主登録）関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 法人文書ファイル管理関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 法人文書ファイル管理関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 その他 法人文書ファイル管理関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 安全管理関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 安全管理関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 安全管理関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 施設関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 施設関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 管財・施設関係 施設関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 給与関係（支払報告、各種申請等）（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 給与関係（支払報告、各種申請等）（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 給与関係（支払報告、各種申請等）（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 年末調整関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 年末調整関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 給与関係 年末調整関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算執行振替関係】（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算振替・予算流用関係】（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算配当増減通知書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算配当増減通知書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算配当増減通知書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算 予算関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算 予算関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算 予算関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 管財・施設 管財・施設 防火管理（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 検査・監査 会計検査院実地検査 会計実地検査（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 予算 概算要求等 歳出概算要求書等（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 委任経理金関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係【検定料・入学料等振替伝票，振替用紙】（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 支払関係 現金受払簿（代理受領等）関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 支払関係 債務計上票（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算執行振替関係】（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算振替・予算流用関係】（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 管財・施設 管財・施設 防火管理（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 検査・監査 会計検査院実地検査 会計実地検査（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 予算 概算要求等 歳出概算要求書等（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 委任経理金関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 委任経理金関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 委任経理金関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係【検定料・入学料等振替伝票，振替用紙】（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係【検定料・入学料等振替伝票，振替用紙】（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 歳入関係 授業料債権管理等関係【検定料・入学料等振替伝票，振替用紙】（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 支払関係 現金受払簿（代理受領等）関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 支払関係 現金受払簿（代理受領等）関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 支払関係 現金受払簿（代理受領等）関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 支払関係 債務計上票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 支払関係 債務計上票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 支払関係 債務計上票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算執行振替関係】（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算執行振替関係】（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算執行振替関係】（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算振替・予算流用関係】（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算振替・予算流用関係】（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄



経済学事務部 会計担当 予算配当関係 予算振替依頼書（振替伝票等）【予算振替・予算流用関係】（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 管財・施設 管財・施設 防火管理（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 検査・監査 会計検査院実地検査 会計実地検査（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 予算 概算要求等 歳出概算要求書等（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 検査・監査 学内各種監査関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 検査・監査 会計実地検査関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 検査・監査 学内各種監査関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 検査・監査 学内各種監査関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 検査・監査 学内各種監査関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 検査・監査 会計実地検査関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 検査・監査 会計実地検査関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 検査・監査 会計実地検査関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 各種調書関係 会計業務（調書・不正・年度末処理等）関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 各種調書関係 会計業務（調書・不正・年度末処理等）関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 各種調書関係 会計業務（調書・不正・年度末処理等）関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 受託研究費関係【環境研究総合推進費】（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 受託研究費関係【環境研究総合推進費】（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 受託事業関係【二国間交流事業】（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 受託事業関係【二国間交流事業】（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 受託事業関係【ABEイニシアティブプログラム】（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 執行年度終了後１０年 2028/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 廃棄 保管年度は契約書準拠

経済学事務部 会計担当 外部資金関係 外部資金（通知・調書等）関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 補助金関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 補助金関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学内研究代表者関係】（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学内研究代表者関係】（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学内研究代表者関係】（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学内研究代表者関係】（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学外代表者分担金関係】（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学外代表者分担金関係】（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学外代表者分担金関係】（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学外代表者分担金関係】（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学外代表者分担金関係】（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金関係【学外代表者分担金関係】（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金支出決議書（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究費補助金支出決議書（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 外部資金関係 科学研究補助金収支簿（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）（平成１６年度） 事務長 会計係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）（平成１７年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会計担当 資産関係 資産処理（登録・異動）関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 学位 学位記・学位記授与式（平成２４年度） 事務長 教務掛 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 学位 学位記・学位記授与式（平成２５年度） 事務長 教務掛 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 学位 学位記・学位記授与式（平成２６年度） 事務長 教務掛 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 学位 学位記・学位記授与式（平成２７年度） 事務長 教務掛 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 学位 学位記・学位記授与式（平成２８年度） 事務長 教務掛 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 台帳 学位記台帳（昭和３２年度～昭和３６年度） 事務長 教務掛 1957年度 1958/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 台帳 学位記台帳（昭和３８年度～　） 事務長 教務掛 1963年度 1964/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 修士論文（平成１３年度～平成１６年度） 事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 修士論文（平成７年度～平成１２年度） 事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成１１年度） 事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成１２年度） 事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成１３年度） 事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成１４年度） 事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成１５年度） 事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（昭和３３年度～昭和３５年度） 事務長 教務掛 1958年度 1959/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（昭和３６年度～昭和３７年度） 事務長 教務掛 1961年度 1962/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（昭和４５年度～昭和４９年度） 事務長 教務掛 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（昭和５０年度～昭和５５年度） 事務長 教務掛 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（昭和６０年度～昭和６１年度） 事務長 教務掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（昭和６３年度） 事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成元年度） 事務長 教務掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２年度～平成４年度） 事務長 教務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成５年度～平成７年度） 事務長 教務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成８年度～平成９年度） 事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成１０年度～平成１１年度） 事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成１２年度） 事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成１３年度） 事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成１４年度） 事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和２９年度～昭和３４年度） 事務長 教務掛 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和３５年度～昭和３６年度） 事務長 教務掛 1960年度 1961/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和４４年度～昭和４６年度） 事務長 教務掛 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和４７年度） 事務長 教務掛 1968年度 1969/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和４９年度） 事務長 教務掛 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和５０年度） 事務長 教務掛 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和５１年度） 事務長 教務掛 1972年度 1973/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和５２年度～昭和５３年度） 事務長 教務掛 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和５４年度～昭和５５年度） 事務長 教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和５６年度～昭和６１年度） 事務長 教務掛 1981年度 1987/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（昭和６２年度～平成３年度） 事務長 教務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成４年度～平成６年度） 事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成７年度～平成９年度） 事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１０年度） 事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１１年度） 事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１２年度） 事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１３年度） 事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１４年度） 事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１５年度） 事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生名簿 大学院学生名簿（昭和４５年度～　） 事務長 教務掛 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成７年度入学） 事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成８年度入学） 事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成９年度入学） 事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１０年度入学） 事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１１年度入学） 事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１２年度入学） 事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１３年度入学） 事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１４年度入学） 事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１５年度入学） 事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和２６年卒業） 事務長 教務掛 1951年 1951/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和２７年卒業） 事務長 教務掛 1952年 1952/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和２８年卒業） 事務長 教務掛 1953年 1953/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和２９年卒業） 事務長 教務掛 1954年 1954/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３０年卒業） 事務長 教務掛 1955年 1955/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３１年卒業） 事務長 教務掛 1956年 1956/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３２年卒業） 事務長 教務掛 1957年 1957/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３３年卒業） 事務長 教務掛 1958年 1958/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３４年卒業） 事務長 教務掛 1959年 1959/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３５年卒業） 事務長 教務掛 1960年 1960/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３６年卒業） 事務長 教務掛 1961年 1961/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３７年卒業） 事務長 教務掛 1962年 1962/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３８年卒業） 事務長 教務掛 1963年 1963/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和３９年卒業） 事務長 教務掛 1964年 1964/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４０年卒業） 事務長 教務掛 1965年 1965/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４１年卒業） 事務長 教務掛 1966年 1966/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４２年卒業） 事務長 教務掛 1967年 1967/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４３年卒業） 事務長 教務掛 1968年 1968/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４４年卒業） 事務長 教務掛 1969年 1969/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４５年卒業） 事務長 教務掛 1970年 1970/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４６年卒業） 事務長 教務掛 1971年 1971/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４７年卒業） 事務長 教務掛 1972年 1972/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４８年卒業） 事務長 教務掛 1973年 1973/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和４９年卒業） 事務長 教務掛 1974年 1974/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５０年卒業） 事務長 教務掛 1975年 1975/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５１年卒業） 事務長 教務掛 1976年 1976/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５２年卒業） 事務長 教務掛 1977年 1977/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５３年卒業） 事務長 教務掛 1978年 1978/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５４年卒業） 事務長 教務掛 1979年 1979/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５５年卒業） 事務長 教務掛 1980年 1980/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５６年卒業） 事務長 教務掛 1981年 1981/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５７年卒業） 事務長 教務掛 1982年 1982/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５８年卒業） 事務長 教務掛 1983年 1983/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和５９年卒業） 事務長 教務掛 1984年 1984/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和６０年卒業） 事務長 教務掛 1985年 1985/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和６１年卒業） 事務長 教務掛 1986年 1986/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和６２年卒業） 事務長 教務掛 1987年 1987/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（昭和６３年卒業） 事務長 教務掛 1988年 1988/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成元年卒業） 事務長 教務掛 1989年 1989/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成２年卒業） 事務長 教務掛 1990年 1990/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成３年卒業） 事務長 教務掛 1991年 1991/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成４年卒業） 事務長 教務掛 1992年 1992/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成５年卒業） 事務長 教務掛 1993年 1993/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成６年卒業） 事務長 教務掛 1994年 1994/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成７年卒業） 事務長 教務掛 1995年 1995/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成８年卒業） 事務長 教務掛 1996年 1996/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成９年卒業） 事務長 教務掛 1997年 1997/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成１０年卒業） 事務長 教務掛 1998年 1998/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部）（平成１１年卒業～） 事務長 教務掛 1999年 1999/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部退学・除籍）（昭和６２年～　）　 事務長 教務掛 1987年 1987/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（研究生）（昭和５９年度～平成２年度） 事務長 教務掛 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（研究生）（平成４年度～平成８年度） 事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（修士）（昭和６２年～平成９年修了） 事務長 教務掛 1987年 1987/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（修士）（昭和６２年退学～　） 事務長 教務掛 1987年 1987/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（修士）（平成１０年～平成１３年修了　） 事務長 教務掛 1998年 1998/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（修士）（平成１４年～平成１６年修了　） 事務長 教務掛 2001年 2001/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（聴講生）（昭和６１年度～平成８年度） 事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（博士）（昭和５８年修了・退学～　） 事務長 教務掛 1983年 1983/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（非正規学生）（平成９年度～平成１８年度） 事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 大学院学籍カード（昭和５５年度～昭和５８年度入学） 事務長 教務掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 大学院学籍カード（昭和５９年度～昭和６２年度入学） 事務長 教務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 大学院学籍カード（昭和６３年度入学） 事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和４５年卒業） 事務長 教務掛 1970年 1970/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和４６年卒業） 事務長 教務掛 1971年 1971/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和４７年卒業） 事務長 教務掛 1972年 1972/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和４８年卒業） 事務長 教務掛 1973年 1973/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和４９年卒業） 事務長 教務掛 1974年 1974/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５０年卒業） 事務長 教務掛 1975年 1975/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５１年卒業） 事務長 教務掛 1976年 1976/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５２年卒業） 事務長 教務掛 1977年 1977/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５３年卒業） 事務長 教務掛 1978年 1978/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５４年卒業） 事務長 教務掛 1979年 1979/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５５年卒業） 事務長 教務掛 1980年 1980/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５６年卒業） 事務長 教務掛 1981年 1981/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５７年卒業） 事務長 教務掛 1982年 1982/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５８年卒業） 事務長 教務掛 1983年 1983/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和５９年卒業） 事務長 教務掛 1984年 1984/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和６０年卒業） 事務長 教務掛 1985年 1985/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和６１年卒業） 事務長 教務掛 1986年 1986/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和６２年卒業） 事務長 教務掛 1987年 1987/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（昭和６３年卒業） 事務長 教務掛 1988年 1988/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（平成元年卒業） 事務長 教務掛 1989年 1989/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（平成２年卒業） 事務長 教務掛 1990年 1990/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（平成３年卒業） 事務長 教務掛 1991年 1991/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（平成４年卒業） 事務長 教務掛 1992年 1992/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（平成５年卒業） 事務長 教務掛 1993年 1993/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（平成６年卒業） 事務長 教務掛 1994年 1994/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（平成７年卒業） 事務長 教務掛 1995年 1995/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（平成８年卒業） 事務長 教務掛 1996年 1996/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 成績原簿 成績原簿（学部）（平成９年卒業～） 事務長 教務掛 2000年 2000/1/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 卒業・修了 学部卒業者名簿（昭和２５年～昭和５４年） 事務長 教務掛 1950年 1950/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 卒業・修了 学部卒業者名簿（昭和５５年～平成７年） 事務長 教務掛 1980年 1980/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 卒業・修了 学部卒業者名簿（平成８年～　） 事務長 教務掛 1996年 1996/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 卒業・修了 退学・除籍者名簿（昭和４４年～昭和５８年） 事務長 教務掛 1969年 1969/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 卒業・修了 退学・除籍者名簿（昭和５９年～） 事務長 教務掛 1984年 1984/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 卒業・修了 大学院修了者名簿（昭和３０年～平成９年） 事務長 教務掛 1955年 1955/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 卒業・修了 大学院修了者名簿（平成１０年～　） 事務長 教務掛 2000年 2000/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 その他教育 教職課程認定申請関係（平成１２年度～平成１６年度） 事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和４６年度） 事務長 教務掛 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和４７年度） 事務長 教務掛 1972年度 1973/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和４８年度） 事務長 教務掛 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和４９年度） 事務長 教務掛 1974年度 1975/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５０年度） 事務長 教務掛 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５１年度） 事務長 教務掛 1976年度 1977/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５２年度） 事務長 教務掛 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５３年度） 事務長 教務掛 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５４年度） 事務長 教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５５年度） 事務長 教務掛 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５６年度） 事務長 教務掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５７年度） 事務長 教務掛 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５８年度） 事務長 教務掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和５９年度） 事務長 教務掛 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和６０年度） 事務長 教務掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和６１年度） 事務長 教務掛 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和６２年度） 事務長 教務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（昭和６３年度） 事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成元年度） 事務長 教務掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２年度） 事務長 教務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成３年度） 事務長 教務掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成４年度） 事務長 教務掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成５年度） 事務長 教務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成６年度） 事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成７年度） 事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成８年度） 事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成９年度） 事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１０年度） 事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１１年度） 事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１２年度） 事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１３年度） 事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１４年度） 事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１５年度） 事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和４７年度） 事務長 教務掛 1972年度 1973/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和４８年度） 事務長 教務掛 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和４９年度） 事務長 教務掛 1974年度 1975/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５０年度） 事務長 教務掛 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５１年度） 事務長 教務掛 1976年度 1977/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５２年度） 事務長 教務掛 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５３年度） 事務長 教務掛 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５４年度） 事務長 教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５５年度） 事務長 教務掛 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５６年度） 事務長 教務掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５７年度） 事務長 教務掛 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５８年度） 事務長 教務掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和５９年度） 事務長 教務掛 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和６０年度） 事務長 教務掛 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和６１年度） 事務長 教務掛 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和６２年度） 事務長 教務掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（昭和６３年度） 事務長 教務掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（平成元年度） 事務長 教務掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（平成２年度） 事務長 教務掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（平成３年度） 事務長 教務掛 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（平成４年度） 事務長 教務掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部）（平成５年度） 事務長 教務掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成６年度） 事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成７年度） 事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成８年度） 事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成９年度） 事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１０年度） 事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１１年度） 事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１２年度） 事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１３年度） 事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１４年度） 事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１５年度） 事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成６年度） 事務長 教務掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成７年度） 事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成８年度） 事務長 教務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成９年度） 事務長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１０年度） 事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１１年度） 事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１２年度） 事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１３年度） 事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１４年度） 事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１５年度） 事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成１０年度） 事務長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成１１年度） 事務長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成１２年度） 事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成１３年度） 事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成１４年度） 事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 大学院学生便覧（講義要領）（平成１５年度） 事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 修士論文（平成１７年度～平成１９年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 修士論文（平成２０年度～） 事務長 教務係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成１６年度） 事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成１７年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成２５年度） 事務長 教務係 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成１５年度） 事務長 教務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成１６年度） 事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成１７年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１６年度） 事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１７年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１６年度入学） 事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１７年度入学） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１８年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（修士）（平成１７年修了～　） 事務長 教務係 2005年度 2006/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（専門職）（平成１９年修了～　） 事務長 教務係 2007年度 2008/1/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 その他教育 教職課程認定申請関係（平成１７年度～平成１９年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１６年度） 事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１７年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成１７年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１６年度） 事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１７年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１６年度） 事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１７年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成１６年度） 事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成１７年度） 事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 AO入試（平成１９年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験（平成１９年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別選抜（平成１９年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別選抜（平成１９年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成１９年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成１９年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成１９年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成１９年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成１９年度入学） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 その他 その他教務 学位委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 その他 その他教務 学位委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 その他 その他教務 学位委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 その他 その他教務 学位委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 その他 その他教務 学位委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 その他 その他教務 教員会議/FD委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教員会議/FD委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教員会議/FD委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教員会議/FD委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教員会議/FD委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教室使用簿（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教務委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教務委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教務委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教務委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教務委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 研究科FD委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 研究科FD委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 研究科FD委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 研究科FD委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 研究科FD委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 入学試験委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 入学試験委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 入学試験委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 入学試験委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 入学試験委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 各種委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 各種委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 各種委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄



経済学事務部 その他 その他教務 各種委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教務（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教務（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 教務（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他教務 雑件（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 卒業論文（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学位 論文 博士学位論文（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成１９年度～平成２０年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学生異動 学生異動（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成１９年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成２３年度入学） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成２４年度入学） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成２５年度入学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成２６年度入学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成２７年度入学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学生カード（平成２８年度入学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（非正規学生）（平成１９年度～　） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学籍等 証明書 証明書発行（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 学籍等 証明書 証明書発行（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 学籍等 証明書 証明書発行（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 英語力ブラッシュアッププログラム（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 英語力ブラッシュアッププログラム（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 英語力ブラッシュアッププログラム（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 英語力ブラッシュアッププログラム（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 英語力ブラッシュアッププログラム（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 学部・大学院連携プログラム（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 学部・大学院連携プログラム（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 学部・大学院連携プログラム（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 学部・大学院連携プログラム（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 学部・大学院連携プログラム（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 公認会計士試験科目免除（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 その他教育 公認会計士試験科目免除（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 その他教育 公認会計士試験科目免除（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 その他教育 公認会計士試験科目免除（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 その他教育 公認会計士試験科目免除（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 その他教育 時間割（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 時間割（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 時間割（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 時間割（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 時間割（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 成績優秀者表彰制度（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 成績優秀者表彰制度（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 成績優秀者表彰制度（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 成績優秀者表彰制度（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 成績優秀者表彰制度（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 総合教育部（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 総合教育部（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄



経済学事務部 教育実施 その他教育 教職（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 教職（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 教職（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 教職（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 教職（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 教職課程認定申請関係（平成２０年度～） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 その他教育 授業（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 授業（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 その他教育 授業（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 単位互換 既修得単位認定（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 既修得単位認定（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 既修得単位認定（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 既修得単位認定（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 既修得単位認定（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（小樽商科大学）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（小樽商科大学）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（小樽商科大学）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（小樽商科大学）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（小樽商科大学）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（北海学園大学）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（北海学園大学）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（北海学園大学）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（北海学園大学）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 単位互換 単位互換協定（北海学園大学）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 演習関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 演習関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 演習関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 演習関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 演習関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 定期試験（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 定期試験（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 定期試験（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 定期試験（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 定期試験（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 履修届（控）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 履修届（控）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 履修届（控）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 履修届（控）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 学部専門教育 履修届（控）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 全学教育 全学教育科目（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 全学教育 全学教育科目（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 全学教育 全学教育科目・総合教育部（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 全学教育 全学教育科目・総合教育部（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 全学教育 全学教育科目・総合教育部（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 MC研究題目届（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 MC研究題目届（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 MC研究題目届（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 MC研究題目届（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 MC研究題目届（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 学生便覧（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（会計情報専攻）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部１年用）（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（学部２～４年用）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（大学院）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 資料 大学院・学部資料 講義要領（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 就職 就職 就職（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 就職 就職 就職（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 就職 就職 就職（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 就職 就職 就職（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 就職 就職 就職（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 就職 就職 就職（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 就職 就職 就職（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 就職 就職 就職（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 就職 就職 就職（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 奨学金 奨学金 各種奨学金（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 奨学金 奨学金 各種奨学金（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 奨学金 奨学金 各種奨学金（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 教務関係 調査・統計（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 インターネット出願（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 インターネット出願（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 インターネット出願（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 インターネット出願（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 インターネット出願（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 非正規生（研究生・科目等履修生・聴講生）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 非正規生（研究生・科目等履修生・聴講生）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 非正規生（研究生・科目等履修生・聴講生）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 非正規生（研究生・科目等履修生・聴講生）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 その他 非正規生（研究生・科目等履修生・聴講生）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 AO入試（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 AO入試（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 AO入試（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 オープンキャンパス（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 オープンキャンパス（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 オープンキャンパス（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 オープンキャンパス（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 オープンキャンパス（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験（平成２３年度入学） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験（平成２４年度入学） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験/入試広報（平成２５年度入学） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験/入試広報（平成２６年度入学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験/入試広報（平成２７年度入学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験/入試広報（平成２８年度入学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 センター・２次試験/入試広報（平成２９年度入学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別入試（平成２４年度入学） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別入試（平成２５年度入学） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別入試（平成２６年度入学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別入試（平成２７年度入学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別入試（平成２８年度入学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別入試（平成２９年度入学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別選抜（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別選抜（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別選抜（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 帰国子女特別選抜（平成２３年度入学） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別入試（平成２４年度入学） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別入試（平成２５年度入学） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別入試（平成２６年度入学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別入試（平成２７年度入学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別入試（平成２８年度入学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別入試（平成２９年度入学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別選抜（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別選抜（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別選抜（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 私費外国人留学生特別選抜（平成２３年度入学） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２３年度入学） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２４年度入学） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２５年度入学） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２６年度入学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２７年度入学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２８年度入学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 学部 編入学・転部試験（平成２９年度入学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 入試ガイダンス（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 入試ガイダンス（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 入試ガイダンス（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 入試ガイダンス（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２３年度入学） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２４年度入学） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２５年度入学） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２６年度入学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２７年度入学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２８年度入学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入学願書（平成２９年度入学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２３年度入学） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２４年度入学） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２５年度入学） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２６年度入学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２７年度入学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２８年度入学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 会計情報専攻入試（平成２９年度入学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２３年度入学） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２４年度入学） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２５年度入学） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２６年度入学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２７年度入学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２８年度入学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入学願書（平成２９年度入学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２０年度入学） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２１年度入学） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２２年度入学） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２３年度入学） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２４年度入学） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２５年度入学） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２６年度入学） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２７年度入学） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２８年度入学） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学試験 大学院 大学院入試（平成２９年度入学） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 海外プロジェクト受入れ依頼（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 海外プロジェクト受入れ依頼（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 海外プロジェクト受入れ依頼（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 海外プロジェクト受入れ依頼（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 海外プロジェクト受入れ依頼（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 国際交流科目・HUSTEP（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 国際交流科目・HUSTEP（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 国際交流科目・HUSTEP（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 国際交流科目・HUSTEP（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 国際交流科目・HUSTEP（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生受入（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生奨学金（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生奨学金（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生奨学金（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生奨学金（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 外国人留学生奨学金（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 派遣留学生（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 派遣留学生（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 派遣留学生（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 派遣留学生（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 留学生 留学生 派遣留学生（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部教務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 ICカード関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 ICカード関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 ICカード関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 TA・RA（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 TA・RA（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 TA・RA（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 TA・RA（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 TA・RA（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 研究協力関係 安全補修輸出管理 安全保障輸出管理関係（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 研究協力関係 安全補修輸出管理 安全保障輸出管理関係（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 研究協力関係 安全補修輸出管理 安全保障輸出管理関係（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 研究協力関係 安全補修輸出管理 安全保障輸出管理関係（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 研究協力関係 安全補修輸出管理 安全保障輸出管理関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 研究協力関係 安全補修輸出管理 安全保障輸出管理関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 研究協力関係 安全補修輸出管理 安全保障輸出管理関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 調査 庶務関係 科学技術統計調査（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 科学技術統計調査（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 科学技術統計調査（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 科学技術統計調査（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 科学技術統計調査（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 科学技術統計調査（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 科学技術統計調査（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 学校基本調査（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



経済学事務部 調査 庶務関係 学校基本調査（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 学校基本調査（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 学校基本調査（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 学校基本調査（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 学校基本調査（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 庶務関係 学校基本調査（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 人事関係 過半数代表 過半数代表候補者選挙関係（平成１５年度～平成２０年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 人事関係 過半数代表 過半数代表候補者選挙関係（平成２１年度～） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与支給データ（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与支給データ（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与支給データ（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与支給データ（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与支給データ（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与支給データ（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与支給データ（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与支給データ（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与処理関係（社会保険等）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与処理関係（社会保険等）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与処理関係（社会保険等）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与処理関係（社会保険等）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与処理関係（社会保険等）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 給与データ入力（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 給与データ入力（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 給与データ入力（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 給与データ入力（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 給与データ入力（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 管理運営関係 個人情報 個人情報関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 管理運営関係 個人情報 個人情報関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 管理運営関係 個人情報 個人情報関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 研修 サバティカル研修関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 研修 サバティカル研修関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 研修 サバティカル研修関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 正規職員の年俸制移行（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 正規職員の年俸制移行（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 正規職員の年俸制移行（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 全学委員会等（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 全学委員会等（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 全学委員会等（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 全学委員会等（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 全学委員会等（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 専門研究員（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 専門研究員（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 専門研究員（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 専門研究員（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 専門研究員（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 短期支援員（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 短期支援員（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 短期支援員（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 短期支援員（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 短期支援員（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 3年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル関係（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル関係（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 利益相反関係（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 利益相反関係（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 利益相反関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 利益相反関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 利益相反関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄



経済学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 外国人研究者等（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 外国人研究者等（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 外国人研究者等（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成７年～１１年度） 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 法令等 法令 規程・内規 事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２５年） 事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２６年） 事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２７年） 事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２８年） 事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２５年） 事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２６年） 事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２７年） 事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２８年） 事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休日の割振（代休）通知簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休日の割振（代休）通知簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休日の割振（代休）通知簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休日の割振（代休）通知簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 休日の割振（代休）通知簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他人事 教員公募（他機関）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他人事 教員公募（他機関）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他人事 教員公募（他機関）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(昭和６２年度） 事務長 庶務担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(昭和６３年度） 事務長 庶務担当 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成元年度） 事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２年度） 事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成３年度） 事務長 庶務担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成４年度） 事務長 庶務担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成５年度） 事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成６年度） 事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成７年度） 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成８年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成９年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１０年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１１年度） 事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１２年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



経済学事務部 会議 学内会議 教授会議事録(平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 勤務時間報告（TA・RA）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 勤務時間報告（TA・RA）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 勤務時間報告（TA・RA）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 勤務時間報告（TA・RA）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 勤務時間関係 勤務時間報告（TA・RA）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 勤務評定 勤務評定 勤務評定（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 経済学研究科・各種助成制度（平成１７年度～平成２０年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 経済学研究科・各種助成制度（平成２１年度～平成２２年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 経済学研究科・各種助成制度（平成２３年度～平成２４年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 経済学研究科・各種助成制度（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 経済学研究科・各種助成制度（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 経済学研究科・各種助成制度（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 経済学研究科・各種助成制度（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 点検評価 資料 経済学部外部評価資料（平成６年度～９年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 点検評価 資料 経済学部外部評価報告書 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 点検評価 点検評価 経済学部点検評価報告書（平成２２年度～平成２４年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 点検評価 資料 経済学部点検評価報告書（平成３年度～平成５年度） 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 点検評価 資料 経済学部点検評価報告書（平成６年度～平成８年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 点検評価 資料 経済学部点検評価報告書（平成９年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 人事関係 健康管理 健康管理関係（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 健康管理 健康管理関係（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 健康管理 健康管理関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 健康管理 健康管理関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 健康管理 健康管理関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（職務，職準，職専免，時間外，年休）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（職務，職準，職専免，時間外，年休）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（職務，職準，職専免，時間外，年休）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（職務，職準，職専免，時間外，年休）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（職務，職準，職専免，時間外，年休）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（短時間）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（短時間）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（短時間）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（短時間）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業（短時間）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業台帳（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業台帳（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業台帳（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業台帳（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 兼業等 兼業台帳（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 研究助成（申請有）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 研究助成（申請有）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 研究助成（申請有）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 研究助成（申請有）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 研究助成（申請有）（平成１８年度～平成２４年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 人事関係 研修 研修（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 研修 研修（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 研修 研修（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 海外出張等 研修承認申請書（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 海外出張等 研修承認申請書（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 海外出張等 研修承認申請書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 国内研修 研修承認申請書（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 国内研修 研修承認申請書（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 国内研修 研修承認申請書（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 公印 公印 公印作成申請 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 広報 公開講座（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 広報 公開講座（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 広報 公開講座（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 広報 公開講座（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 広報 公開講座（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 災害補償 災害補償 公務災害 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 構内通行証関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 構内通行証関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 構内通行証関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 国際交流（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 国際交流（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 国際交流（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 国際交流（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 国際交流（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄

経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 国際交流協定 事務長 庶務担当 1985年度 1986/4/1 35年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄

当初の保存期
間満了日：2017
年3月31日　延
長期間：5年

経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 国際交流委員会関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 国際交流関係 国際交流関係 研修員・研究員受入れ（外国人含む）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄



経済学事務部 会議 学外会議 国立九大学法経学部長会議・事務長会議（平成１７年度～平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学外会議 国立九大学法経学部長会議・事務長会議（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学外会議 国立九大学法経学部長会議・事務長会議（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学外会議 国立九大学法経学部長会議・事務長会議（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学外会議 国立九大学法経学部長会議・事務長会議（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学外会議 国立九大学法経学部長会議・事務長会議（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学外会議 国立九大学法経学部長会議・事務長会議（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 会議 学外会議 国立九大学法経学部長会議・事務長会議（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 人事関係 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 人事関係 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 福利・厚生 財形貯蓄 財形貯蓄 事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 福利・厚生 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（写） 事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 児童手当・特例給付 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 支給事由喪失から5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 住居手当 事務長 庶務担当 1970年度 1971/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２５年） 事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２６年） 事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２７年） 事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２８年） 事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 庶務一般（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 庶務一般（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 庶務一般（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 庶務一般（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 その他 その他庶務 庶務一般（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 調査 庶務関係 庶務関係調査（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 調査 庶務関係 庶務関係調査（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 調査 庶務関係 庶務関係調査（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 調査 庶務関係 庶務関係調査（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 調査 庶務関係 庶務関係調査（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 諸手当現況届（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 諸手当現況届（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 諸手当現況届（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 諸手当現況届（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 諸手当現況届（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 情報公開 情報公開関係（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 情報公開 情報公開関係（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 情報公開 情報公開関係（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 福利・厚生 身分証明書 身分証明書発行台帳 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 調査 人事関係 人事関係調査（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 調査 人事関係 人事関係調査（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 調査 人事関係 人事関係調査（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 調査 人事関係 人事関係調査（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 人事記録文書（写） 事務長 庶務担当 1967年度 1968/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 任用 任用 人事記録文書（非常勤） 事務長 庶務担当 1962年度 1963/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 人事記録文書（非常勤）（写） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 点検評価 点検評価 大学情報データベース（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 点検評価 点検評価 大学情報データベース（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 点検評価 点検評価 大学情報データベース（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 点検評価 点検評価 大学情報データベース（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 点検評価 点検評価 大学情報データベース（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 点検評価 点検評価 大学情報データベース（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 点検評価 点検評価 大学情報データベース（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 単身赴任手当 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 通勤手当 事務長 庶務担当 1970年度 1971/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 特殊郵便物受渡簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 特殊郵便物受渡簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 特殊郵便物受渡簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 特殊郵便物受渡簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 特殊郵便物受渡簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄



経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 学術研究助成 研究助成・研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（昭和６２年度） 事務長 庶務担当 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（昭和６３年度） 事務長 庶務担当 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成元年度） 事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２年度） 事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成３年度） 事務長 庶務担当 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成４年度） 事務長 庶務担当 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成５年度） 事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成６年度） 事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成７年度） 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成８年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成９年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１０年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１１年度） 事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１２年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 任用（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤講師（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤講師（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤講師（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤講師（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤講師（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤職員（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤職員（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤職員（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤職員（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤職員（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 非常勤職員（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 実務家教員関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 外国人招へい教員（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰・称号授与等 表彰・栄典（平成１３年度～平成１７年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰・称号授与等 表彰・栄典（平成１８年度～平成２４年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰・称号授与等 表彰・栄典（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰・称号授与等 表彰・栄典（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰・称号授与等 表彰・栄典（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰・称号授与等 表彰・栄典（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 扶養手当 事務長 庶務担当 1970年度 1971/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 服務 服務（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 服務 服務（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 服務 服務（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 服務 服務（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 服務 服務（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 服務 服務 不正防止・コンプライアンス関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成７年） 事務長 庶務担当 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成８年） 事務長 庶務担当 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成９年） 事務長 庶務担当 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１０年） 事務長 庶務担当 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１１年） 事務長 庶務担当 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１２年） 事務長 庶務担当 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１３年） 事務長 庶務担当 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１４年） 事務長 庶務担当 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１５年） 事務長 庶務担当 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄



経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１６年） 事務長 庶務担当 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１７年） 事務長 庶務担当 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１８年） 事務長 庶務担当 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成１９年） 事務長 庶務担当 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成２０年） 事務長 庶務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成２１年） 事務長 庶務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成２２年） 事務長 庶務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成２３年） 事務長 庶務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成２５年） 事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成２６年） 事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成２７年） 事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（海大経済）（平成２８年） 事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 資料 北海道大学大学院経済学研究科経済学部概要（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 資料 北海道大学大学院経済学研究科経済学部概要（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 資料 北海道大学大学院経済学研究科経済学部概要（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 資料 北海道大学大学院経済学研究科経済学部概要（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 広報 資料 北海道大学大学院経済学研究科経済学部概要（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授（平成３年度～平成２４年度） 事務長 庶務担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授（平成２５年度～平成２８年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便発送票（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便発送票（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便発送票（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便発送票（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便発送票（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 海外出張等 旅行命令簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 海外出張等 旅行命令簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 海外出張等 旅行命令簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 海外出張等 旅行命令簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 海外出張等 旅行命令簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 出張等 国内出張 旅行命令簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 法令等 法令 例規・通知（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 社会保険 社会保険 社会保険関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 社会保険 社会保険 社会保険関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 社会保険 雇用保険 雇用保険関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 社会保険 雇用保険 雇用保険関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 大学院手当関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 給与関係 諸手当関係 大学院手当関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 TF（ティーチング・フェロー）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学事務部 任用 任用 TF（ティーチング・フェロー）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 経済学事務部庶務担当 廃棄
経済学研究科・経済学部事務部 紀要 受払 紀要受払簿（欧文紀要) 事務長 図書掛 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
経済学研究科・経済学部事務部 紀要 受払 紀要受払簿（研究叢書） 事務長 図書掛 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
経済学研究科・経済学部事務部 紀要 受払 紀要受払簿（邦文紀要） 事務長 図書掛 1951年度 1952/4/1 常用 未定 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
経済学研究科・経済学部事務部 物品 物品 物品管理簿 事務長 図書掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 2階書庫 事務長 経済学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
経済学研究科・経済学部事務部 物品 物品 物品管理簿(物品出納簿)等 事務長 図書掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 経済学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
経済学研究科・経済学部事務部 紀要 配布 紀要配布（邦文紀要）（平成２６年度） 事務長 図書室 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学研究科・経済学部事務部 紀要 配布 紀要配布（邦文紀要）（平成２７年度） 事務長 図書室 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学事務部 紀要 配布 紀要配布（邦文紀要）（平成２８年度） 事務長 図書室 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学研究科・経済学部事務部 調査 図書 学術情報基盤実態調査（平成２４年度） 事務長 図書室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学研究科・経済学部事務部 調査 図書 学術情報基盤実態調査（平成２５年度） 事務長 図書室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学研究科・経済学部事務部 調査 図書 学術情報基盤実態調査（平成２６年度） 事務長 図書室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄



経済学研究科・経済学部事務部 調査 図書 学術情報基盤実態調査（平成２７年度） 事務長 図書室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学事務部 調査 図書 学術情報基盤実態調査（平成２８年度） 事務長 図書室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学研究科・経済学部事務部 調査 図書 図書館調査（２０１２年度） 事務長 図書室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学研究科・経済学部事務部 調査 図書 図書館調査（２０１３年度） 事務長 図書室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学研究科・経済学部事務部 調査 図書 図書館調査（２０１４年度） 事務長 図書室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学研究科・経済学部事務部 調査 図書 図書館調査（２０１５年度） 事務長 図書室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
経済学事務部 調査 図書 図書館調査（２０１６年度） 事務長 図書室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 事務長 経済学事務部図書担当 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 教員選考関係書類 理学研究院長 代議員 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 教員選考関係書類 理学研究院長 代議員 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 教員選考関係書類 理学研究院長 代議員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 教員選考関係書類 理学研究院長 代議員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 教員選考関係書類 理学研究院長 代議員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学科教務委員会議事録 理学研究院長 委員会委員長 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学科教務委員会議事録 理学研究院長 委員会委員長 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学科教務委員会議事録 理学研究院長 委員会委員長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学科教務委員会議事録 理学研究院長 委員会委員長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学科教務委員会議事録 理学研究院長 委員会委員長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教員会議議事録 理学研究院長 代議員 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教員会議議事録 理学研究院長 代議員 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教員会議議事録 理学研究院長 代議員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教員会議議事録 理学研究院長 代議員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教員会議議事録 理学研究院長 代議員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教授会議事録 理学研究院長 代議員 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教授会議事録 理学研究院長 代議員 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教授会議事録 理学研究院長 代議員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教授会議事録 理学研究院長 代議員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門教授会議事録 理学研究院長 代議員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門人事委員会議事録 理学研究院長 代議員 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門人事委員会議事録 理学研究院長 代議員 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門人事委員会議事録 理学研究院長 代議員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門人事委員会議事録 理学研究院長 代議員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 数学部門人事委員会議事録 理学研究院長 代議員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 代表委員会議事録 理学研究院長 代議員 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 代表委員会議事録 理学研究院長 代議員 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 代表委員会議事録 理学研究院長 代議員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 代表委員会議事録 理学研究院長 代議員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 代表委員会議事録 理学研究院長 代議員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 主任室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 代議員 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 部門事務室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 代議員 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 部門事務室 理学研究院長 代議員 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

理学研究院・理学部 数学部門 代議員 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 代議員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 部門事務室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 代議員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 部門事務室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 代議員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 部門事務室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 就職関係資料（進路情報） 理学研究院長 代議員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（教務システム） 共有サーバー内 理学研究院長 代議員 副総括文書管理者が判断
理学研究院・理学部 数学部門 代議員 学生一覧（教務システム） 理学研究院長 代議員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（教務システム） 共有サーバー内 理学研究院長 代議員 副総括文書管理者が判断
理学研究院・理学部 化学部門 人事選考委員長 教員選考関係書類 理学研究院長 人事選考委員長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 人事選考委員長 廃棄
理学研究院・理学部 化学部門 人事選考委員長 教員選考関係書類 理学研究院長 人事選考委員長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 人事選考委員長 廃棄
理学研究院・理学部 化学部門 人事選考委員長 教員選考関係書類 理学研究院長 人事選考委員長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 人事選考委員長 廃棄
理学研究院・理学部 化学部門 部門長 化学専攻会議議事録 理学研究院長 部門長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 部門長 廃棄
理学研究院・理学部 化学部門 部門長 化学専攻会議議事録 理学研究院長 部門長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 部門長 廃棄
理学研究院・理学部 化学部門 部門長 化学専攻会議議事録 理学研究院長 部門長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 部門長 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 卒業論文 理学研究院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 指導教官 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 卒業論文 理学研究院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 指導教官 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 卒業論文 理学研究院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 指導教官 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 卒業論文 理学研究院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 指導教官 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 卒業論文 理学研究院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 指導教官 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 化学科 化学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 凝縮系物理学分野 核燃料物質移動通知票 理学研究院長 責任者 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 部門長 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 就職担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 部門支援室 理学研究院長 就職担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 部門長 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 就職担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 部門支援室 理学研究院長 就職担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 部門長 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 就職担当教員 2016年度 2017/4/1 ３年 2020/3/31 紙 部門支援室 理学研究院長 就職担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 部門長 物理学部門教員会議議事録 理学研究院長 部門長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 部門長 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 部門長 物理学部門教員会議議事録 理学研究院長 部門長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 部門長 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 部門長 物理学部門教員会議議事録 理学研究院長 部門長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 部門長 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 部門長 物理学部門人事委員会議事録 理学研究院長 委員会委員長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 委員会委員長 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 部門長 物理学部門人事委員会議事録 理学研究院長 委員会委員長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 委員会委員長 廃棄
理学研究院・理学部 物理学部門 部門長 物理学部門人事委員会議事録 理学研究院長 委員会委員長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 委員会委員長 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 凝縮系物理学分野 学生実験担当者会議 理学研究院長 責任者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 凝縮系物理学分野 学生実験担当者会議 理学研究院長 責任者 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 凝縮系物理学分野 学生実験担当者会議 理学研究院長 責任者 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄



理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学研究院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学研究院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学研究院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学研究院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学研究院長 責任者 2016年度 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学研究院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学研究院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学研究院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学研究院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学研究院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）採点基準 理学研究院長 責任者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）採点基準 理学研究院長 責任者 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）採点基準 理学研究院長 責任者 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学研究院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学研究院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学研究院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学研究院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 物理学科 学科長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学研究院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 宇宙惑星科学分野 宇宙惑星科学分野会議議事録 理学研究院長 代議員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 宇宙理学スタッフ室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 宇宙惑星科学分野 宇宙惑星科学分野会議議事録 理学研究院長 代議員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 宇宙理学スタッフ室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 宇宙惑星科学分野 宇宙惑星科学分野会議議事録 理学研究院長 代議員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 宇宙理学スタッフ室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 宇宙惑星科学分野 宇宙惑星科学分野人事委員会議事録 理学研究院長 代議員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 宇宙理学スタッフ室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 宇宙惑星科学分野 宇宙惑星科学分野人事委員会議事録 理学研究院長 代議員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 宇宙理学スタッフ室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 宇宙惑星科学分野 宇宙惑星科学分野人事委員会議事録 理学研究院長 代議員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 宇宙理学スタッフ室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 地球惑星システム科学分野 地球惑星システム科学分野会議議事録 理学研究院長 代議員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 地球惑星科学部門第１支援室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 地球惑星システム科学分野 地球惑星システム科学分野会議議事録 理学研究院長 代議員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 地球惑星科学部門第１支援室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 地球惑星システム科学分野 地球惑星システム科学分野会議議事録 理学研究院長 代議員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 地球惑星科学部門第１支援室 理学研究院長 代議員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 教員選考関係書類 理学研究院長 分野代表者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 責任者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 多様性生物学分野会議議事録 理学研究院長 分野代表者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 多様性生物学分野予算・決算関係書類 理学研究院長 分野代表者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 多様性生物学分野予算・決算関係書類 理学研究院長 分野代表者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 多様性生物学分野予算・決算関係書類 理学研究院長 分野代表者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 卒業実習関係書類（テーマ・プログラム） 理学研究院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 卒業実習関係書類（テーマ・プログラム） 理学研究院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 卒業実習関係書類（テーマ・プログラム） 理学研究院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 自然史科学部門 多様性生物学分野 非常勤職員選考関係書類 理学研究院長 分野代表者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 卒業実習関係書類（テーマ・プログラム） 理学研究院長 学科長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 卒業実習関係書類（テーマ・プログラム） 理学研究院長 学科長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 卒業実習関係書類（テーマ・プログラム） 理学研究院長 学科長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 卒業実習関係書類（テーマ・プログラム） 理学研究院長 学科長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 卒業実習関係書類（テーマ・プログラム） 理学研究院長 学科長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 生物科学（生物学）教室会議メモ 理学研究院長 学科長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 生物科学（生物学）教室会議メモ 理学研究院長 学科長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 生物科学（生物学）教室会議メモ 理学研究院長 学科長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 生物科学（生物学）予算・決算関係書類（共通費） 理学研究院長 学科長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 生物科学（生物学）予算・決算関係書類（共通費） 理学研究院長 学科長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 生物科学（生物学）予算・決算関係書類（共通費） 理学研究院長 学科長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 生物科学（生物学）予算・決算関係書類（共通費） 理学研究院長 学科長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 生物科学（生物学）予算・決算関係書類（共通費） 理学研究院長 学科長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 就職関係書類（求人リスト） 理学研究院長 学科長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 就職関係書類（求人リスト） 理学研究院長 学科長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 生物学 就職関係書類（求人リスト） 理学研究院長 学科長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学研究院長 学科長 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 卒業論文 理学研究院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究員支援室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 卒業論文 理学研究院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 指導教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 卒業論文 理学研究院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 指導教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 卒業論文 理学研究院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 指導教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 卒業論文 理学研究院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 指導教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 高分子機能学 定期試験問題 理学研究院長 各科目担当教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各科目担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 学科長・学科委員（高分子） 指導学生学生カード（写） 理学研究院長 学生 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 研究院支援室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 学科長・学科委員（高分子） 指導学生学生カード（写） 理学研究院長 学生 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 研究院支援室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 学科長・学科委員（高分子） 指導学生学生カード（写） 理学研究院長 学生 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 研究院支援室 理学研究院長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 学科長・学科委員（高分子） 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 就職担当教官 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 研究院支援室 理学研究院長 就職担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 学科長・学科委員（高分子） 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 就職担当教官 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 研究院支援室 理学研究院長 就職担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 生物科学科 学科長・学科委員（高分子） 就職関係資料（求人リスト） 理学研究院長 就職担当教官 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 研究院支援室 理学研究院長 就職担当教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター会議議事録 理学研究院長 センター長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター会議議事録 理学研究院長 センター長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター会議議事録 理学研究院長 センター長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター会議議事録 理学研究院長 センター長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄



理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター会議議事録 理学研究院長 センター長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター人事選考委員会議事録 理学研究院長 センター長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター人事選考委員会議事録 理学研究院長 センター長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター人事選考委員会議事録 理学研究院長 センター長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター人事選考委員会議事録 理学研究院長 センター長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター人事選考委員会議事録 理学研究院長 センター長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター執行委員会議事録 理学研究院長 センター長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 センター事務室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター執行委員会議事録 理学研究院長 センター長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 センター事務室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター執行委員会議事録 理学研究院長 センター長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 センター事務室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター執行委員会議事録 理学研究院長 センター長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 センター事務室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター センター長 センター執行委員会議事録 理学研究院長 センター長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 センター事務室 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地震火山研究観測センター 科学研究費補助金報告書 理学研究院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地震火山研究観測センター 科学研究費補助金報告書 理学研究院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地震火山研究観測センター 科学研究費補助金報告書 理学研究院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地震火山研究観測センター 科学研究費補助金報告書 理学研究院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地震火山研究観測センター 科学研究費補助金報告書 理学研究院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 卒業論文 理学研究院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 卒業論文 理学研究院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 卒業論文 理学研究院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 卒業論文 理学研究院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 卒業論文 理学研究院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 理学研究院長 センター長 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 定期試験 理学研究院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 定期試験 理学研究院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 定期試験 理学研究院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 定期試験 理学研究院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 地震火山研究観測センター 地球惑星科学科 定期試験 理学研究院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学研究院長 各教員 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１２年度概要 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１３年度概要 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１４年度概要 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１５年度概要 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１６年度概要 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１２年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（CD） 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１２年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１３年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（CD） 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１３年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１４年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（CD） 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１４年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１５年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（CD） 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１５年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１６年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（CD） 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター ゲノムダイナミクス研究センター ２０１６年度利用申請書 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター 実験生物共同利用部門 フリーザー使用記録 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター 実験生物共同利用部門 齧歯類飼育室入退室記録 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学研究院・理学部 ゲノムダイナミクス研究センター 実験生物共同利用部門 飼育管理日誌 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 ゲノムダイナミクス研究センター長 責任者 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 考究科目試験問題 理学院長 各科目担当教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

理学院 数学専攻 専攻長 考究科目試験問題 理学院長 各科目担当教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

理学院 数学専攻 専攻長 考究科目試験問題 理学院長 各科目担当教員 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：5年

理学院 数学専攻 専攻長 考究科目試験問題 理学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 考究科目試験問題 理学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 考究科目試験問題 理学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 考究科目試験問題 理学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 考究科目試験問題 理学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 就職関係資料（求人リスト） 理学院長 専攻長 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 部門事務室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

理学院 数学専攻 専攻長 就職関係資料（求人リスト） 理学院長 専攻長 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 部門事務室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

理学院 数学専攻 専攻長 就職関係資料（求人リスト） 理学院長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 部門事務室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 就職関係資料（進路情報） 理学院長 専攻長 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 部門事務室 理学院長 専攻長 副総括文書管理者が判断
理学院 数学専攻 専攻長 就職関係資料（求人リスト） 理学院長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 部門事務室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 就職関係資料（求人リスト） 理学院長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 部門事務室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 数学専攻教務委員会議事録 理学院長 委員会委員長 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

理学院 数学専攻 専攻長 数学専攻教務委員会議事録 理学院長 委員会委員長 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

理学院 数学専攻 専攻長 数学専攻教務委員会議事録 理学院長 委員会委員長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 数学専攻教務委員会議事録 理学院長 委員会委員長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 数学専攻教務委員会議事録 理学院長 委員会委員長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 主任室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 修士論文 理学院長 学生 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 部門図書室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

理学院 数学専攻 専攻長 修士論文 理学院長 学生 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 部門図書室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

理学院 数学専攻 専攻長 修士論文 理学院長 学生 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 部門図書室 理学院長 専攻長 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：5年

理学院 数学専攻 専攻長 修士論文 理学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 部門図書室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 修士論文 理学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 部門図書室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 修士論文 理学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 部門図書室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 修士論文 理学院長 学生 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 部門図書室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 修士論文 理学院長 学生 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 部門図書室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 数学専攻 専攻長 学生一覧（教務システム） 理学院長 専攻長 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（教務システム） 共有サーバー内 理学院長 専攻長 副総括文書管理者が判断
理学院 化学専攻 化学専攻 修士論文 理学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 化学専攻 化学専攻 定期試験問題 理学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 各科目担当教員 廃棄
理学院 化学専攻 化学専攻 学位論文審査関係文書 理学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 化学専攻 化学専攻 学位論文審査関係文書 理学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 量子機能物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 量子機能物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 量子機能物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 量子機能物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 量子機能物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄



理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）採点基準 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）採点基準 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）採点基準 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 量子理学専攻教員会議議事録 理学院長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 物性物理学専攻教員会議議事録 理学院長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 物性物理学専攻教員会議議事録 理学院長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 物性物理学専攻 凝縮系物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 凝縮系物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 凝縮系物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 凝縮系物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 凝縮系物理学講座 修士論文 理学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 物性物理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 素粒子･原子核･宇宙物理学講座，宇宙惑星学講座 修士論文 理学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 素粒子･原子核･宇宙物理学講座，宇宙惑星学講座 修士論文 理学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 素粒子･原子核･宇宙物理学講座，宇宙惑星学講座 修士論文 理学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 素粒子･原子核･宇宙物理学講座，宇宙惑星学講座 修士論文 理学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 素粒子･原子核･宇宙物理学講座，宇宙惑星学講座 修士論文 理学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）委員会資料 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）合否判定基準 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）採点基準 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）採点基準 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）採点基準 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 入学試験（編入学、大学院）問題 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 宇宙理学専攻教員会議議事録 理学院長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 宇宙理学専攻教員会議議事録 理学院長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 宇宙理学専攻教員会議議事録 理学院長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 専攻長 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試問題 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院担当科目課題 理学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 宇宙理学専攻 専攻長 大学院入試答案 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 責任者 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地球惑星システム科学講座 修士論文 理学院長 大学院学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 支援室 理学院長 各指導教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地球惑星システム科学講座 修士論文 理学院長 大学院学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 支援室 理学院長 各指導教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地球惑星システム科学講座 修士論文 理学院長 大学院学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 支援室 理学院長 各指導教員 廃棄



理学院 自然史科学専攻 地球惑星システム科学講座 修士論文 理学院長 大学院学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 支援室 理学院長 各指導教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地球惑星システム科学講座 修士論文 理学院長 大学院学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 支援室 理学院長 各指導教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 大学院入試問題 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 大学院入試問題 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 大学院入試問題 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 大学院入試問題 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 大学院入試問題 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 定期試験問題 理学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 各科目担当教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 定期試験問題 理学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 各科目担当教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 定期試験問題 理学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 各科目担当教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 定期試験問題 理学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 各科目担当教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 定期試験問題 理学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 各科目担当教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文 理学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文 理学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文 理学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文 理学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文 理学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 指導教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文要旨 理学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文要旨 理学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文要旨 理学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文要旨 理学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文要旨 理学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文発表会プログラム 理学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文発表会プログラム 理学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文発表会プログラム 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文発表会プログラム 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 修士論文発表会プログラム 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 就職関係資料（求人リスト） 理学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 3年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 就職関係資料（求人リスト） 理学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 3年 2021/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 就職関係資料（求人リスト） 理学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 3年 2022/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 多様性生物学講座会議議事録 理学院長 講座代表者 2014年度 2015/4/1 3年 2020/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 多様性生物学講座会議議事録 理学院長 講座代表者 2015年度 2016/4/1 3年 2021/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 多様性生物学講座 多様性生物学講座会議議事録 理学院長 講座代表者 2016年度 2017/4/1 3年 2022/3/31 紙 生物科学支援室 理学院長 専攻長・専攻委員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 科学コミュニケーション講座 大学院入試記録（合格者のみ記載） 理学院長 講座代表教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 講座代表教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 科学コミュニケーション講座 大学院入試記録（合格者のみ記載） 理学院長 講座代表教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 講座代表教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 科学コミュニケーション講座 大学院入試記録（合格者のみ記載） 理学院長 講座代表教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 講座代表教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 定期試験問題（平成2４年度） 理学院長 各科目担当教員 2012年度末 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 理学院長 各教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 定期試験問題（平成25年度） 理学院長 各科目担当教員 2013年度末 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 理学院長 各教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 定期試験問題（平成26年度） 理学院長 各科目担当教員 2014年度末 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 理学院長 各教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 定期試験問題（平成27年度） 理学院長 各科目担当教員 2015年度末 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 理学院長 各教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 定期試験問題（平成28年度） 理学院長 各科目担当教員 2016年度末 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 理学院長 各教員 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 修士論文（平成24年度） 理学院長 学生 2012年度末 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 理学院長 センター長 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 修士論文（平成25年度） 理学院長 学生 2013年度末 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 理学院長 センター長 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 修士論文（平成26年度） 理学院長 学生 2014年度末 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 理学院長 センター長 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 修士論文（平成27年度） 理学院長 学生 2015年度末 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 理学院長 センター長 廃棄
理学院 自然史科学専攻 地震学火山学講座 修士論文（平成28年度） 理学院長 学生 2016年度末 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 理学院長 センター長 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 数学連携研究センター 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 庶務その他 調査・通知等 調査・通知等（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務その他 調査・通知等 調査・通知等（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務その他 調査・通知等 調査・通知等（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務その他 調査・通知等 調査・通知等（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務その他 調査・通知等 調査・通知等（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 科学技術研究調査（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 科学技術研究調査（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 科学技術研究調査（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 科学技術研究調査（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 科学技術研究調査（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 学校基本調査 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 教育内容等の改革状況調査（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 教育内容等の改革状況調査（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 教育内容等の改革状況調査（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 教育内容等の改革状況調査（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 教育内容等の改革状況調査（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務調査 調査 授業アンケート 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成１８年度） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成１９年度） 事務部長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成２０年度） 事務部長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成２１年度） 事務部長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成２２年度） 事務部長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成２３年度） 事務部長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部事務長会議（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成１８年度） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成１９年度） 事務部長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成２０年度） 事務部長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成２１年度） 事務部長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成２２年度） 事務部長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成２３年度） 事務部長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立１０大学理学部長会議（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成１８年度） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成１９年度） 事務部長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成２０年度） 事務部長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成２１年度） 事務部長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成２２年度） 事務部長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成２３年度） 事務部長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学理学部長会議（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１０年度） 事務部長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１１年度） 事務部長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１２年度） 事務部長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１３年度） 事務部長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１４年度） 事務部長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１５年度） 事務部長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１６年度） 事務部長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１７年度） 事務部長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１８年度） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１９年度） 事務部長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２０年度） 事務部長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２１年度） 事務部長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２２年度） 事務部長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２３年度） 事務部長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成７年度） 事務部長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成８年度） 事務部長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成９年度） 事務部長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和63年度） 事務部長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成２年度） 事務部長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成３年度） 事務部長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成４年度） 事務部長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成５年度） 事務部長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成６年度） 事務部長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成元年度） 事務部長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和63年度） 事務部長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成２年度） 事務部長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成３年度） 事務部長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成４年度） 事務部長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成５年度） 事務部長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成６年度） 事務部長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成元年度） 事務部長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１０年度） 事務部長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１１年度） 事務部長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１２年度） 事務部長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１３年度） 事務部長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１４年度） 事務部長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１５年度） 事務部長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１６年度） 事務部長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１７年度） 事務部長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成７年度） 事務部長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成８年度） 事務部長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成９年度） 事務部長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成１３年度） 事務部長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成１４年度） 事務部長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成１５年度） 事務部長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成１６年度） 事務部長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成１７年度） 事務部長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 将来構想委員会（平成１８年度～） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 人事委員会（平成１３年度） 事務部長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 人事委員会（平成１４年度） 事務部長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 人事委員会（平成１５年度） 事務部長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 人事委員会（平成１６年度） 事務部長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 人事委員会（平成１７年度） 事務部長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 生命科学院代議員会議議事録（平成１８年度～） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 先端生命科学研究院教授会議事録（平成１８年度～） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 専攻長・学科長会議等（平成13年度） 事務部長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 専攻長・学科長会議等（平成14年度） 事務部長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 専攻長・学科長会議等（平成15年度） 事務部長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 専攻長・学科長会議等（平成16年度） 事務部長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 専攻長・学科長会議等（平成17年度） 事務部長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 地震火山研究観測センター運営委員会議事要旨（平成17年度～） 事務部長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成１３年度） 事務部長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成１４年度） 事務部長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成１５年度） 事務部長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



理学・生命科学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成１６年度） 事務部長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成１７年度） 事務部長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 理学研究院代議員会議議事録（平成１８年度～） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 理学院代議員会議議事録（平成１８年度～） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 理学部学科長会議議事録（平成１８年度～） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 倫理審査委員会（平成１５年度～） 事務部長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 各種委員会 学内各種委員会 学内各種委員会委員の推薦，任免（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種委員会 学内各種委員会 学内各種委員会委員の推薦，任免（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種委員会 学内各種委員会 学内各種委員会委員の推薦，任免（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種委員会 学内各種委員会 学内各種委員会委員の推薦，任免（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種委員会 学内各種委員会 学内各種委員会委員の推薦，任免（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 公印 公印 公印作成・廃止申請書（平成１１年度） 事務部長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 公印 公印 公印作成・廃止申請書（平成１２年度） 事務部長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 行事・式典 記念事業 理学部創立７５周年記念事業（平成１７年） 事務部長 庶務掛 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務その他 構内入構証 構内入構証申請書（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務その他 構内入構証 構内入構証申請書（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務その他 構内入構証 構内入構証申請書（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 北大時報作成 北大時報作成原稿（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 北大時報作成 北大時報作成原稿（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 北大時報作成 北大時報作成原稿（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 北大時報作成 北大時報作成原稿（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 北大時報作成 北大時報作成原稿（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 本学の資料 北海道大学職員録原稿（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 本学の資料 北海道大学職員録原稿（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 本学の資料 北海道大学職員録原稿（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 本学の資料 北海道大学職員録原稿（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 本学の資料 北海道大学職員録原稿（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務資料 本研究科・学部の資料 外部点検・評価報告書 事務部長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 庶務資料 本研究科・学部の資料 外部点検・評価報告書 事務部長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 庶務資料 本研究科・学部の資料 自己点検・評価報告書 事務部長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 庶務資料 本研究科・学部の資料 北海道大学大学院理学研究科・理学部広報 事務部長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成１９年度） 事務部長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２０年度） 事務部長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２１年度） 事務部長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２２年度） 事務部長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２３年度） 事務部長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 庶務法令 本研究科・学部の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 ユニバーシティ・ミュージアム構想関係資料 事務部長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 附属地震火山研究観測センター設置関係資料 事務部長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 附属臨海実験所水族館廃止関係資料 事務部長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 理学研究科重点化計画関係資料（数学専攻，化学専攻） 事務部長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 理学研究科重点化計画関係資料（生物科学専攻） 事務部長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 理学研究科重点化計画関係資料（物理学専攻，地球惑星科学専攻） 事務部長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（昭和６２年） 事務部長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（昭和６３年） 事務部長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１０年） 事務部長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１１年） 事務部長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１２年） 事務部長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１３年） 事務部長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１４年） 事務部長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１５年） 事務部長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１６年） 事務部長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１７年） 事務部長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１８年） 事務部長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成１９年） 事務部長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２０年） 事務部長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２１年） 事務部長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２２年） 事務部長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２３年） 事務部長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２４年） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２５年） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２６年） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２７年） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２８年） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成２年） 事務部長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成３年） 事務部長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成４年） 事務部長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成５年） 事務部長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成６年） 事務部長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成７年） 事務部長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成８年） 事務部長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成９年） 事務部長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大理）（平成元年） 事務部長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 文書ファイル管理簿作成資料（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄



理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 文書ファイル管理簿作成資料（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 文書ファイル管理簿作成資料（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 文書ファイル管理簿作成資料（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 文書ファイル管理簿作成資料（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル管理簿（平成２０年度） 事務部長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル管理簿（平成２１年度） 事務部長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル管理簿（平成２２年度） 事務部長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル管理簿（平成２３年度） 事務部長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル管理簿（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル管理簿（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル管理簿（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル管理簿（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル管理簿（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル廃棄簿（平成２０年度） 事務部長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル廃棄簿（平成２１年度） 事務部長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル廃棄簿（平成２２年度） 事務部長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル廃棄簿（平成２３年度） 事務部長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル廃棄簿（平成２４年度） 事務部長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル廃棄簿（平成２５年度） 事務部長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル廃棄簿（平成２６年度） 事務部長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル廃棄簿（平成２７年度） 事務部長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書保管 文書ファイル 法人文書ファイル廃棄簿（平成２８年度） 事務部長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務部長 理学・生命科学事務部事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 機構・定員 定員 教官定員に関する書類（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 機構・定員 定員 教職員定員通知（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 機構・定員 定員 定員削減に関する書類（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 機構・定員 定員 定員貸借・人員配置等に関する書類 事務部長 人事担当 2000年度 2001/4/1 解消後3年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 機構・定員 定員 流用定員に関する書類（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 給与決定関係 給与決定関係 人事院承認・級別定数・昇格資料（平成１９年度） 事務部長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 給与決定関係 給与決定関係 人事院承認・級別定数・昇格資料（平成２０年度） 事務部長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 給与決定関係 給与決定関係 人事院承認・級別定数・昇格資料（平成２１年度） 事務部長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研修 職員研修 研修関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研修 職員研修 研修関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研修 職員研修 研修関係（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成１９年度） 事務部長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成２０年度） 事務部長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成２１年度） 事務部長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成２２年度） 事務部長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成２３年度） 事務部長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 災害補償 災害補償認定・通知・平均給与額・補償及び福祉事業 災害補償関係（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 出張等 国内出張 出張依頼関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 出張等 国内出張 出張依頼関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 出張等 国内出張 出張依頼関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 出張等 国内出張 出張依頼関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 出張等 国内出張 出張依頼関係（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 移管書類 移管書類（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 異動から3年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 移管書類 移管書類（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 異動から3年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 移管書類 移管書類（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 異動から3年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 諸手当関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 諸手当関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 諸手当関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 諸手当関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 諸手当関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 諸手当関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 諸手当関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 諸手当関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 期末・勤勉手当 諸手当関係（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 児童手当及び特例給付 児童手当関係（平成１０年度） 事務部長 人事担当 1998年度 1999/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 児童手当及び特例給付 児童手当関係（平成１１年度） 事務部長 人事担当 1999年度 2000/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 児童手当及び特例給付 児童手当関係（平成１２年度） 事務部長 人事担当 2000年度 2001/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 児童手当及び特例給付 児童手当関係（平成１３年度） 事務部長 人事担当 2001年度 2002/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 児童手当及び特例給付 児童手当関係（平成１４年度） 事務部長 人事担当 2002年度 2003/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 児童手当及び特例給付 児童手当関係（平成１５年度） 事務部長 人事担当 2003年度 2004/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 児童手当及び特例給付 児童手当関係（平成８年度） 事務部長 人事担当 1996年度 1997/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 児童手当及び特例給付 児童手当関係（平成９年度） 事務部長 人事担当 1997年度 1998/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿 事務部長 人事担当 1990年度 1991/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居届，認定に係る添付書類 事務部長 人事担当 1990年度 1991/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 現況届関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 現況届関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 現況届関係（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当関係 事務部長 人事担当 1998年度 1999/4/1 事由発生から3年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿 事務部長 人事担当 1990年度 1991/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任届、認定に係る書類 事務部長 人事担当 1990年度 1991/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 勤務時間報告書・チェックリスト（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 勤務時間報告書・チェックリスト（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄



理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 勤務時間報告書・チェックリスト（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 勤務時間報告書・チェックリスト（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 勤務時間報告書・チェックリスト（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 超過勤務手当関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 超過勤務手当関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 超過勤務手当関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 超過勤務等命令簿（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 超過勤務等命令簿（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 超過勤務等命令簿（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 超過勤務等命令簿（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 超過勤務手当・宿日直手当 超過勤務等命令簿（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿 事務部長 人事担当 1990年度 1991/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届 事務部長 人事担当 1990年度 1991/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 特殊勤務手当 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 特殊勤務手当 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 特殊勤務手当 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 特殊勤務手当 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 特殊勤務手当 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿 事務部長 人事担当 1990年度 1991/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届，認定に係る添付書類 事務部長 人事担当 1990年度 1991/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 死亡叙位叙勲 叙位・叙勲関係（平成３年度～） 事務部長 人事担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲・紫綬・藍綬・黄綬褒章 叙位・叙勲関係（平成３年度～） 事務部長 人事担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 職員団体 団体交渉 職員団体関係（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事に関するヒアリング 人事に関するヒアリング 人事異動等参考調書（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事に関するヒアリング 人事に関するヒアリング 人事異動等参考調書（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事に関するヒアリング 人事に関するヒアリング 人事異動等参考調書（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事異動関係 台帳 教官台帳（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 人事異動関係 台帳 事務系台帳（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 人事異動関係 台帳 退職者名簿（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 技術運営協議会（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 技術運営協議会（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 技術運営協議会（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 定員削減に関するワーキンググループ（平成１０年度） 事務部長 人事担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 定員削減に関するワーキンググループ（平成１１年度） 事務部長 人事担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 定員削減に関するワーキンググループ（平成１２年度） 事務部長 人事担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 定員削減に関するワーキンググループ（平成１３年度） 事務部長 人事担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 定員削減に関するワーキンググループ（平成１４年度） 事務部長 人事担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 定員削減に関するワーキンググループ（平成１５年度） 事務部長 人事担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 定員削減に関するワーキンググループ（平成８年度） 事務部長 人事担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事会議 学部内会議 定員削減に関するワーキンググループ（平成９年度） 事務部長 人事担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント ティーチングアシスタント・リサーチアシスタント関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 定員内職員 人事記録 事務部長 人事担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 任免関係 定員内職員 任免関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 定員内職員 任免関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 定員内職員 任免関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 定員内職員 任免関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 定員内職員 任免関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非正規職員 非正規職員関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非正規職員 非正規職員関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非正規職員 非正規職員関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非正規職員 非正規職員関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 非正規職員 非正規職員関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２４年・平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２５年・平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２６年・平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２7年・平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２８年・平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿・休暇等使用状況報告書（平成２４年） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿・休暇等使用状況報告書（平成２５年） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿・休暇等使用状況報告書（平成２６年） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿・休暇等使用状況報告書（平成２7年） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿・休暇等使用状況報告書（平成２８年） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成１９年度） 事務部長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２０年度） 事務部長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２１年度） 事務部長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２２年度） 事務部長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄



理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２３年度） 事務部長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 綱紀粛正・服務関係 服務関係（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 綱紀粛正・服務関係 服務関係（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 綱紀粛正・服務関係 服務関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 綱紀粛正・服務関係 服務関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 綱紀粛正・服務関係 服務関係（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 健康管理関係 保険関係 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 健康管理関係 保険関係(平成２５年度) 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 健康管理関係 保険関係(平成２６年度) 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 健康管理関係 保険関係(平成２7年度) 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 健康管理関係 保険関係(平成２８年度) 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄関係 事務部長 人事担当 1998年度 1999/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄記録簿 事務部長 人事担当 1998年度 1999/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成１８年度） 事務部長 人事担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成１９年度） 事務部長 人事担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２０年度） 事務部長 人事担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２１年度） 事務部長 人事担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２２年度） 事務部長 人事担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２３年度） 事務部長 人事担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２４年度） 事務部長 人事担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２５年度） 事務部長 人事担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２６年度） 事務部長 人事担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２7年度） 事務部長 人事担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２８年度） 事務部長 人事担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 分限及び懲戒 休職・復職 休職関係（昭和５３年度～） 事務部長 人事担当 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 分限及び懲戒 分限・懲戒 顛末報告（昭和５０年度～） 事務部長 人事担当 1975年度 1976/4/1 参照を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課人事担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 その他 アルコール受払簿・アルコール使用簿（２５年度） 事務部長 会計係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 その他 会議費伺（２４年度） 事務部長 会計係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 その他 会議費等事前承認伺書（２５年度） 事務部長 会計係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 その他 会議費等事前承認伺書（２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 その他 会議費等事前承認伺書（２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 その他 会議費等事前承認伺書（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 業務日誌関係 警備業務日誌（理学部）（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（理学部等）（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 業務日誌関係 用務業務日誌（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会計その他 自動車運行関係 車両運行記録簿（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 仕様策定委員会（平成２４年度） 事務部長 会計係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 仕様策定委員会（平成２５年度） 事務部長 会計係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 仕様策定委員会（平成２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 仕様策定委員会（平成２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 仕様策定委員会（平成28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２２年度） 事務部長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２３年度） 事務部長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２４年度） 事務部長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２５年度） 事務部長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿（２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成１９年度） 事務部長 会計係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成２０年度） 事務部長 会計係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成２１年度） 事務部長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成２２年度） 事務部長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成２３年度） 事務部長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成２４年度） 事務部長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成２５年度） 事務部長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 歳入関係 収入関係 保証書(平成28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２２年度） 事務部長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２３年度） 事務部長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２４年度） 事務部長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２５年度） 事務部長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 寄附物品及び借入物品関係（２４年度） 事務部長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 寄附物品及び借入物品関係（２５年度） 事務部長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 寄附物品及び借入物品関係（２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 寄附物品及び借入物品関係（２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 寄附物品及び借入物品関係（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（２４年度） 事務部長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（２５年度） 事務部長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄



理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 無償貸付及び無償譲渡関係書類（２４年度） 事務部長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 無償貸付及び無償譲渡関係書類（２５年度） 事務部長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 無償貸付及び無償譲渡関係書類（２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 無償貸付及び無償譲渡関係書類（２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 無償貸付及び無償譲渡関係書類（28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 収入・支出予算配分通知（平成２４年度） 事務部長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 収入・支出予算配分通知（平成２５年度） 事務部長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 収入・支出予算配分通知（平成２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 収入・支出予算配分通知（平成２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 収入・支出予算配分通知（平成28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 当初配分関係資料(平成２４年度) 事務部長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 当初配分関係資料(平成２５年度) 事務部長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 当初配分関係資料(平成２６年度) 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 当初配分関係資料(平成２７年度) 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 当初配分関係資料(平成28年度) 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成２４年度） 事務部長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成２５年度） 事務部長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２６年度） 事務部長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２７年度） 事務部長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成28年度） 事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課会計担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費　債務計上票（22年度） 事務部長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費　債務計上票（23年度） 事務部長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費　債務計上票（24年度） 事務部長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費　債務計上票（25年度） 事務部長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費　債務計上票（26年度） 事務部長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費　債務計上票（27年度） 事務部長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費　債務計上票（28年度） 事務部長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支決算報告書（24年度） 事務部長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支決算報告書（25年度） 事務部長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支決算報告書（26年度） 事務部長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支決算報告書（27年度） 事務部長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支決算報告書（28年度） 事務部長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究報告（平成24年度） 事務部長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究報告（平成25年度） 事務部長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究報告（平成26年度） 事務部長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究報告（平成27年度） 事務部長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究報告（平成28年度） 事務部長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究等　債務計上票（22年度） 事務部長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究等　債務計上票（23年度） 事務部長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究等　債務計上票（24年度） 事務部長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究等　債務計上票（25年度） 事務部長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究等　債務計上票（26年度） 事務部長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究等　債務計上票（27年度） 事務部長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究等　債務計上票（28年度） 事務部長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課外部資金担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕その他 その他総務 特定建築物維持管理報告（平成２６年度） 事務部長 営繕係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕その他 その他総務 特定建築物維持管理報告（平成２７年度） 事務部長 営繕係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕その他 その他総務 特定建築物維持管理報告（平成２8年度） 事務部長 営繕係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 安全対策委員会（平成２３年度） 事務部長 営繕係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 環境安全衛生委員会（平成２４年度） 事務部長 営繕係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 環境安全衛生委員会（平成２５年度） 事務部長 営繕係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 安全対策委員会（平成１７年度） 事務部長 営繕係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 安全対策委員会（平成１８年度） 事務部長 営繕係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 安全対策委員会（平成１９年度） 事務部長 営繕係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 安全対策委員会（平成２０年度） 事務部長 営繕係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 安全対策委員会（平成２１年度） 事務部長 営繕係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 安全対策委員会（平成２２年度） 事務部長 営繕係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（昭和６１年度） 事務部長 営繕掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（昭和６２年度） 事務部長 営繕掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（昭和６３年度） 事務部長 営繕掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成１０年度） 事務部長 営繕掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成１１年度） 事務部長 営繕掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成１２年度） 事務部長 営繕掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成１３年度） 事務部長 営繕掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成１４年度） 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成１５年度） 事務部長 営繕掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成１６年度） 事務部長 営繕係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成２年度） 事務部長 営繕掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成３年度） 事務部長 営繕掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成４年度） 事務部長 営繕掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成５年度） 事務部長 営繕掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成６年度） 事務部長 営繕掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成７年度） 事務部長 営繕掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成８年度） 事務部長 営繕掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 災害対策委員会（平成９年度） 事務部長 営繕掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕調査 施設実態 施設実態調査 事務部長 営繕掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 契約事務関係 支出決議書関係 工事関係（平成２４年度） 事務部長 営繕係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 支出決議書関係 工事関係（平成２５年度） 事務部長 営繕係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 支出決議書関係 工事関係（平成２６年度） 事務部長 営繕係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 支出決議書関係 工事関係（平成２７年度） 事務部長 営繕係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 支出決議書関係 工事関係（平成２８年度） 事務部長 営繕係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄



理学・生命科学事務部 契約事務関係 積算単価にかかるもの 工事積算指針 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 積算単価にかかるもの 工事積算要領 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 積算単価にかかるもの 工事標準仕様書及び附属資料等 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 積算単価にかかるもの 標準歩掛表 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 積算単価にかかるもの 複合単価表 事務部長 営繕掛 2005年度 2006/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 積算単価にかかるもの 複合単価表 事務部長 営繕係 2006年度 2007/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 積算単価にかかるもの 労務単価表 事務部長 営繕掛 2005年度 2006/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 積算単価にかかるもの 労務単価表 事務部長 営繕係 2006年度 2007/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約事務関係 積算単価にかかるもの 労務単価表 事務部長 営繕係 2007年度 2008/4/1 改正後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 工事 アスペスト関連 アスペスト処理工事通知書 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 工事 工事に関する官庁への届出 防災計画書 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 工事 工事現場関係書類 竣功写真 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 工事 工事現場関係書類 発生材調書 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 工事 工事現場関係書類 落成調書 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 工事 構造関係ファイル 地盤調査報告書 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 工事に関する官公庁への届出書類 消防関係 危険物貯蔵所設置許可申請書 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 工事に関する官公庁への届出書類 消防関係 危険物貯蔵所設置許可申請書 事務部長 営繕掛 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 工事に関する官公庁への届出書類 消防関係 危険物貯蔵所廃止届出書 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成１９年度） 事務部長 営繕係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２０年度） 事務部長 営繕係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２１年度） 事務部長 営繕係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２２年度） 事務部長 営繕係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２３年度） 事務部長 営繕係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２４年度） 事務部長 営繕係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２５年度） 事務部長 営繕係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２６年度） 事務部長 営繕係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２７年度） 事務部長 営繕係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２８年度） 事務部長 営繕係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 設計図面 設計図面 事務部長 営繕掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２４年度） 事務部長 営繕係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２５年度） 事務部長 営繕係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２６年度） 事務部長 営繕係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２７年度） 事務部長 営繕係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２８年度） 事務部長 営繕係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 申請書等 その他の書類 ＨＩＮＥＳ加入申請書等 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 申請書等 その他の書類 電話新設申請書等 事務部長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 エレベーター保守点検報告書（平成２４年度） 事務部長 営繕係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 エレベーター保守点検報告書（平成２５年度） 事務部長 営繕係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 エレベーター保守点検報告書（平成２６年度） 事務部長 営繕係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 エレベーター保守点検報告書（平成２７年度） 事務部長 営繕係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 エレベーター保守点検報告書（平成２８年度） 事務部長 営繕係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 消防用設備保守点検報告書（平成２４年度） 事務部長 営繕係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 消防用設備保守点検報告書（平成２５年度） 事務部長 営繕係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 消防用設備保守点検報告書（平成２６年度） 事務部長 営繕係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 消防用設備保守点検報告書（平成２７年度） 事務部長 営繕係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 消防用設備保守点検報告書（平成２８年度） 事務部長 営繕係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 電気工作物点検報告書（平成２４年度） 事務部長 営繕係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 電気工作物点検報告書（平成２５年度） 事務部長 営繕係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 電気工作物点検報告書（平成２６年度） 事務部長 営繕係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 電気工作物点検報告書（平成２７年度） 事務部長 営繕係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 電気工作物点検報告書（平成２８年度） 事務部長 営繕係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 特定建築物維持管理報告書（平成２４年度） 事務部長 営繕係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 特定建築物維持管理報告書（平成２５年度） 事務部長 営繕係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 特定建築物維持管理報告書（平成２６年度） 事務部長 営繕係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 特定建築物維持管理報告書（平成２７年度） 事務部長 営繕係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 役務 役務に関する書類 特定建築物維持管理報告書（平成２８年度） 事務部長 営繕係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課営繕担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成１９年度） 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成２０年度） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成２１年度） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 各種プログラム 各種プログラム 文科省等申請・採択各種プログラム（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学修簿送付（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学修簿送付（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学修簿送付（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学修簿送付（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学修簿送付（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学生支援関係（厚生補導経費・大学祭等）（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学生支援関係（厚生補導経費・大学祭等）（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学生支援関係（厚生補導経費・大学祭等）（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学生支援関係（厚生補導経費・大学祭等）（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生支援等 学生支援関係（厚生補導経費・大学祭等）（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学生支援 学生補導等 学生の非違行為・事故等【学部学生・大学院学生】 事務部長 教務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 改姓・転籍 改姓届・転籍届綴（昭和４８年度～平成１７年度  ） 事務部長 教務掛 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 改姓・転籍 改姓届・転籍届綴【学部学生】（平成１８年度～  ） 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成１３年度） 事務部長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成１４年度） 事務部長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断



理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成１５年度） 事務部長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成１６年度） 事務部長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成１７年度） 事務部長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成１８年度）【学部学生】 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成１９年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２０年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２１年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２２年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２２年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２7年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍・成績 学籍簿・成績原簿(～平成6年度入学者）【学部学生】 事務部長 教務掛 1930年度 1931/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍・成績 学籍簿・成績原簿(～平成6年度入学者）【非正規生】 事務部長 教務掛 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成１９年度） 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成２０年度） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成２１年度） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 学科・講座別教室員名簿（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成１３年度） 事務部長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成１４年度） 事務部長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成１５年度） 事務部長 教務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成１６年度） 事務部長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成１７年度） 事務部長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成１８年度）【学部学生】 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成１９年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２０年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２１年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２２年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２３年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２7年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２０年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２１年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２２年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２３年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２４年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２５年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２６年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２７年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２8年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業関係（博士除く）（平成２９年３月）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 卒業生台帳（学部） 事務部長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成１８年度入学者） 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成１９年度入学者） 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成２０年度入学者） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成２１年度入学者） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成２２年度入学者） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成２３年度入学者） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成２５年度２年次進級者） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成２６年度２年次進級者） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成２７年度２年次進級者） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 調査 学生カード（平成２８年度２年次進級者） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 学部移行・ガイダンス 学部移行・学部ガイダンス関係(平成２３年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 学部移行・ガイダンス 学部移行・学部ガイダンス関係(平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 学部移行・ガイダンス 学部移行・学部ガイダンス関係(平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 学部移行・ガイダンス 学部移行・学部ガイダンス関係(平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 学部移行・ガイダンス 学部移行・学部ガイダンス関係(平成２7年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 学部移行・ガイダンス 学部移行・学部ガイダンス関係(平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 公開臨海実習 公開臨海実習（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 公開臨海実習 公開臨海実習（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 公開臨海実習 公開臨海実習（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 公開臨海実習 公開臨海実習（平成２7年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 公開臨海実習 公開臨海実習（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 公開臨海実習 公開臨海実習協定締結関係 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 資格 測量士・測量士補関係（平成９～ ） 事務部長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 授業 国際交流科目関係（平成２４年度） ２０１３－２０１４ 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 授業 国際交流科目関係（平成２５年度） ２０１４－２０１５ 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 授業 国際交流科目関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 授業 国際交流科目関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 授業 国際交流科目関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績訂正表（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄



理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績訂正表（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績訂正表（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績訂正表（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績訂正表（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績報告関係（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績報告関係（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績報告関係（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績報告関係（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績報告関係（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修届（学部控）（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修届（学部控）（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 その他 ISP設置準備関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 その他 新渡戸カレッジ(平成２８年度) 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定（平成１１年度～       ） 事務部長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１０年度） 事務部長 教務掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１１年度） 事務部長 教務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１２年度） 事務部長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１３年度） 事務部長 教務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１４年度） 事務部長 教務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１５年度） 事務部長 教務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１６年度） 事務部長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１７年度） 事務部長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１８年度）【学部学生】 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１９年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成２０年度） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成２１年度） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許一括申請関係（平成９年度） 事務部長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成１９年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成２０年度） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成２１年度） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成２7年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教員免許 教育職員免許 教職関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務情報システム機能更新関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務情報システム機能更新関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務情報システム機能更新関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務情報システム機能更新関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務情報システム機能更新関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 その他証明書発行申込綴（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 その他証明書発行申込綴（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 その他証明書発行申込綴（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 英文証明書（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 英文証明書（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 英文証明書（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 研究生・聴講生・科目等履修生在籍証明書発行申込綴（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 研究生・聴講生・科目等履修生在籍証明書発行申込綴（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 研究生・聴講生・科目等履修生在籍証明書発行申込綴（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 成績証明書発行申込書綴（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 成績証明書発行申込書綴（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 成績証明書発行申込書綴（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 卒業見込証明書発行申込書綴（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 卒業見込証明書発行申込書綴（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 卒業見込証明書発行申込書綴（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 卒業証明書発行申込書綴（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 卒業証明書発行申込書綴（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 卒業証明書発行申込書綴（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 単位修得証明書等 その他の証明書（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 単位修得証明書等 その他の証明書（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄



理学・生命科学事務部 教務その他 単位修得証明書等 その他の証明書（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 調査書 調査書・人物に関する調書（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 調査書 調査書・人物に関する調書（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 調査書 調査書・人物に関する調書（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成１３年度） 事務部長 教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成１４年度） 事務部長 教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成１５年度） 事務部長 教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成１６年度） 事務部長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成１７年度） 事務部長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成１８年度）【学部学生】 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成１９年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２０年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２１年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２２年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２３年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 シラバス原稿控（平成２６年度）【学部用】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 シラバス原稿控（平成２７年度）【学部用】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 シラバス原稿控（平成２８年度）【学部用】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２４年度）【学部用】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２５年度）【学部用】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２６年度）【学部用】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２７年度）【学部用】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２８年度）【学部用】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 本学部の資料 シラバス【学部用】 事務部長 教務掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務資料 本学部の資料 学生便覧【学部用】 事務部長 教務掛 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成１９年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２０年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２１年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２２年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２３年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２7年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成１８年度）【学部学生】 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成１９年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２０年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２１年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２２年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２３年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成８年度～平成１７年度） 事務部長 教務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学部授業及び卒業時アンケート（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学部授業及び卒業時アンケート（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学部授業及び卒業時アンケート（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学部授業及び卒業時アンケート（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学部授業及び卒業時アンケート（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学部授業及び卒業時アンケート（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学部授業及び卒業時アンケート（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成１０年度～平成２０年度） 事務部長 教務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２０年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２１年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２２年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２３年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成１８年度）【学部学生】 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成１９年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２０年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２１年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２２年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２３年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断



理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成８年度～平成１７年度） 事務部長 教務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２7年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動・返還誓約書（写）（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動・返還誓約書（写）（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動・返還誓約書（写）（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動・返還誓約書（写）（平成２7年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動・返還誓約書（写）（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金通知関係（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金通知関係（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金通知関係（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金通知関係（平成２7年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金通知関係（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金適格認定・継続願（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金適格認定・継続願（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金適格認定・継続願（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金適格認定・継続願（平成27年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金適格認定・継続願（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事 出張等関係 学生の出張（平成２４年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事 出張等関係 学生の出張（平成２５年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事 出張等関係 学生の出張（平成２６年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事 出張等関係 学生の出張（平成２７年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事 出張等関係 学生の出張（平成２８年度）【学部学生】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 全学教育 全学教育 全学教育関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 全学教育 全学教育 全学教育関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 全学教育 全学教育 全学教育関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 全学教育 全学教育 全学教育関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 全学教育 全学教育 全学教育関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成１８年度） 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成１９年度） 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成２０年度） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成２１年度） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 広報 入試広報・体験入学関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成１６年度） 事務部長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成１７年度） 事務部長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成１８年度） 事務部長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成１９年度） 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２０年度） 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２１年度） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２９年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成１７年度） 事務部長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成１８年度） 事務部長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成１９年度） 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２０年度） 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２１年度） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 センター試験・２次試験関係（平成２９年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成１８年度）【学部レベル】 事務部長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成１９年度）【学部レベル】 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２０年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２１年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２２年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２３年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２４年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２５年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２６年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２７年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断



理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２８年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２９年度）【学部レベル】 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成３年度～平成１７年度） 事務部長 教務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成１５年度） 事務部長 教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成１６年度） 事務部長 教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成１７年度） 事務部長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成１８年度） 事務部長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成１９年度） 事務部長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２０年度） 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２１年度） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２8年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 編・再・学士入学・転学科・転学部関係（平成２９年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２7年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成１９年）【学部学生】 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成２０年） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成２１年） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成２２年） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成２３年） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成２４年） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成２５年） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成２６年） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成２7年） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 保険 学生保険 学研災・学研賠関係（平成２８年） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係A 留学生庶務・経費・宿舎・証明書関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係A 留学生庶務・経費・宿舎・証明書関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係A 留学生庶務・経費・宿舎・証明書関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係A 留学生庶務・経費・宿舎・証明書関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係A 留学生庶務・経費・宿舎・証明書関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成１９年度） 事務部長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成２０年度） 事務部長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成２１年度） 事務部長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成２２年度） 事務部長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成２３年度） 事務部長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係B 留学生の受入れ・日本人学生の派遣関係（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係C 留学・派遣にかかる奨学金関係及び雑件（平成２４年度） 事務部長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係C 留学・派遣にかかる奨学金関係及び雑件（平成２５年度） 事務部長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係C 留学・派遣にかかる奨学金関係及び雑件（平成２６年度） 事務部長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 インターネット出願関係（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 インターネット出願関係（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 インターネット出願関係（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 インターネット出願関係（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 インターネット出願関係（平成２９年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種アンケート調査関係（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種アンケート調査関係（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種アンケート調査関係（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種アンケート調査関係（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 アンケート終了後10年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 学修簿（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 学修簿（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 学修簿（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 学修簿（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 学修簿（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 学内連絡先調査票関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 学内連絡先調査票関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 学内連絡先調査票関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 学内連絡先調査票関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 学内連絡先調査票関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 再入学・転学・転科・転専攻（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 再入学・転学・転科・転専攻（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 集中講義関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄



理学・生命科学事務部 教育実施 履修 集中講義関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 集中講義関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 集中講義関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 集中講義関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 授業科目ナンバリング関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 授業科目ナンバリング関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 授業科目ナンバリング関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係C 留学・派遣にかかる奨学金関係及び雑件（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生関係C 留学・派遣にかかる奨学金関係及び雑件（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課教務担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 その他 大学間・部局間交流協定に基づく学生交流に関する覚書（平成２７年度） 事務部長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 留学生関係 その他 大学間・部局間交流協定に基づく学生交流に関する覚書（平成２８年度） 事務部長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 授業科目ナンバリング関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 授業科目ナンバリング関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 シラバス・時間割関係（平成２４年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 シラバス・時間割関係（平成２５年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 シラバス・時間割関係（平成２６年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 シラバス・時間割関係（平成２７年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 シラバス・時間割関係（平成２８年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成１９年度） 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成２０年度） 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成２１年度） 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成２２年度） 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成２３年度） 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　研究指導関係（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　要旨集関係（平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　要旨集関係（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　要旨集関係（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　要旨集関係（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 生命科学院　要旨集関係（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 単位修得証明書 その他の証明書（平成２6年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 単位修得証明書 その他の証明書（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 単位修得証明書 その他の証明書（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 その他証明書発行申込綴（平成２6年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 その他証明書発行申込綴（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 その他証明書発行申込綴（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 入学式 大学院入学式（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 入学式 大学院入学式（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成１９年度） 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２０年度） 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２１年度） 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２２年度） 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２３年度） 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【修士（博士前期）課程】（平成２９年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成１９年度） 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２０年度） 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２１年度） 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２２年度） 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２３年度） 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学案内 大学院入試関係（学生募集要項含む）【博士後期課程】（平成２９年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 大学情報データベース（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 大学情報データベース（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 大学情報データベース（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 大学情報データベース（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 大学情報データベース（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 留学生関係 ダブルディグリー関係 ダブルディグリープログラム（受入れ等）（平成２３年度～） 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 長期履修関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 長期履修関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 長期履修関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成１４年度） 事務部長 教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成１５年度） 事務部長 教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成１６年度） 事務部長 教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断



理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成１７年度） 事務部長 教務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成１８年度） 事務部長 教務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 長期履修関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断 管理簿内順番を変更

理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 長期履修関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成１９年度） 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２０年度） 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２１年度） 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２２年度） 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２３年度） 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学院入学試験等 入学願書（修士・博士）（平成２９年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 保証書住所等変更届（写）（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 保証書住所等変更届（写）（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 保証書住所等変更届（写）（平成２6年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 保証書住所等変更届（写）（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 保証書住所等変更届（写）（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 北海道大学大塚賞関係（平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 北海道大学大塚賞関係（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 北海道大学大塚賞関係（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 北海道大学大塚賞関係（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 北海道大学大塚賞関係（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 理学研究院大学院学生支援金(平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 理学研究院大学院学生支援金(平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 理学研究院研究者養成支援金(平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 理学研究院研究者養成支援金(平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 理学研究院研究者養成支援金(平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 理学研究院研究者養成支援金(平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 理学研究院私費外国人留学生支援金(平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 奨学金 理学院　学会等研究発表奨励金（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料免除（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料免除（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料免除（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 授業料免除（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 授業料免除（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 授業料免除（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 理工系・大学院共通科目関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 理工系・大学院共通科目関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 理工系・大学院共通科目関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 理工系・大学院共通科目関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 大学院共通授業科目関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 英文証明書（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 英文証明書（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 英文証明書（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 改姓・転籍 改姓届・転籍届綴【大学院学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 各種奨学金 各種団体奨学金（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 各種調査関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成２５年度） 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位授与者名簿（昭和３３年度～） 事務部長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位授与（課程博士・論文博士）関係（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位授与報告関係（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位授与報告関係（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位授与報告関係（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位論文審査付託（平成２６年度） 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位論文審査付託（平成２７年度） 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学位 学位 学位論文審査付託（平成２８年度） 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成１８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断



理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 学校基本調査（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 人事 出張等関係 学生の出張（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事 出張等関係 学生の出張（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 人事 出張等関係 学生の出張（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 大学院の資料 学生便覧【大学院用】 事務部長 教務掛 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２４年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２５年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２６年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２７年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務資料 資料作成 学生便覧の作成（平成２８年度）【大学院用】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成１８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍 学籍簿(平成18年度～）【大学院学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 学籍・成績 学籍簿・成績原簿(～平成17年度入学者）【大学院学生】 事務部長 教務掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務法令 規程等 規程等改正関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務一般（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務一般（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務一般（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務一般（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務一般（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成１８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 その他 教務雑件（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２6年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康診断 健康診断 健康診断関係綴（ＲＩ除く）（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成１９年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２０年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２１年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２２年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２３年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２４年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２５年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２６年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２７年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２８年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 入学試験 大学入学試験等 研究生・聴講生・科目等履修生関係（平成２９年度）【大学院レベル】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生補助 国費外国人留学生給与請求・宿舎関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 私費留学生 私費留学生各種奨学金関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴 （平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断



理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴 （平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴 （平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成１８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴 （平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 就職 就職 就職関係綴 （平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２０年３月）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２１年３月）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２１年度）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２２年度）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２３年度）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２４年度）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２５年度）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２６年度）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２７年度）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了関係（博士除く）（平成２８年度）【修士】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 修了見込証明書発行申込書綴（平成２6年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 修了見込証明書発行申込書綴（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 修了見込証明書発行申込書綴（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了者台帳（修士） 事務部長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 卒業等 修了者台帳（博士） 事務部長 教務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 修了証明書発行申込書綴（平成２6年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 修了証明書発行申込書綴（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 修了証明書発行申込書綴（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 成績 成績関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 成績証明書発行申込書綴（平成２6年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 成績証明書発行申込書綴（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務その他 各種証明書発行申請書 成績証明書発行申込書綴（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 大学院授業アンケート（平成２１年度） 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 アンケート終了後10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 大学院授業アンケート（平成２２年度） 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 アンケート終了後10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 大学院授業アンケート（平成２３年度） 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 アンケート終了後10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務調査 調査 大学院授業アンケート（平成２４年度） 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 アンケート終了後10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 大学院連携分野（協定）関係 大学院連携・協定関係（平成１５年～） 事務部長 教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 大学院連携分野（協定）関係 大学院連携・協定関係（平成２０年～） 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成１８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学籍等 在籍学生数 定員・現員表（学生名簿含む）（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成１８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 特別研究学生 特別研究学生・海外渡航学術調査等関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動等各種届出（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動等各種届出（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動等各種届出（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動等各種届出（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金異動等各種届出（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還免除関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還免除関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還免除関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還免除関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還免除関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄



理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金返還誓約書（写）（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成１８年度）【学生】 事務部長 大学院教育係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成１９年度）【学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成２０年度）【学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成２１年度）【学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成２２年度）【学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成２３年度）【学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成２４年度）【学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成２５年度）【学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成２６年度）【学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 北海道大学国際交流事業基金（平成２７年度）【学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教育実施 履修 履修登録関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生庶務関係 留学生関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生庶務関係 留学生関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生庶務関係 留学生関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生庶務関係 留学生関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生庶務関係 留学生関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生経費 留学生経費（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生経費 留学生経費（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生経費 留学生経費（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生経費 留学生経費（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成１９年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成２０年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成２１年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成２２年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成２３年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成２４年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成２５年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成２６年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成２７年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 留学生関係 留学生受入等（国費） 留学生受入・帰国関係（平成２８年度）【大学院学生】 事務部長 大学院教育担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課大学院教育担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 営繕会議 部内会議 情報ネットワーク委員会（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄付申込書（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄付申込書（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄付申込書（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄付申込書（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 外部資金関係 寄附金関係 寄付申込書（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 共同利用 学外共同研究機関利用申請（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 共同利用 学外共同研究機関利用申請（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 共同利用 学外共同研究機関利用申請（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 共同利用 学内共同利用施設利用申請（平成２6年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 共同利用 学内共同利用施設利用申請（平成２7年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 共同利用 学内共同利用施設利用申請（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者受入れ 日本学術振興会招へい事業（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者受入れ 日本学術振興会招へい事業（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者受入れ 日本学術振興会招へい事業（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者受入れ 日本学術振興会招へい事業（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者受入れ 日本学術振興会招へい事業（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者派遣 日本学術振興会国際研究集会（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者派遣 日本学術振興会国際研究集会（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者派遣 日本学術振興会国際研究集会（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者派遣 日本学術振興会国際研究集会（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者派遣 日本学術振興会特定国派遣事業（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者派遣 日本学術振興会特定国派遣事業（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者派遣 日本学術振興会特定国派遣事業（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者派遣 日本学術振興会特定国派遣事業（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者派遣 日本学術振興会特定国派遣事業（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 大学院先端生命科学研究院研究員(平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 大学院先端生命科学研究院研究員(平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 大学院先端生命科学研究院研究員(平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 大学院理学研究院研究員(平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄



理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 大学院理学研究院研究員(平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 大学院理学研究院研究員(平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 大学院理学研究院専門研究員(平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 大学院理学研究院専門研究員(平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 大学院理学研究院専門研究員(平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 国際シンポジウム（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 国際シンポジウム（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 国際シンポジウム（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 国際シンポジウム（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 国際交流関係助成 国際シンポジウム（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費助成事業計画調書（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費助成事業交付申請書（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費助成事業実績・成果報告書（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金受入通知（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金受入通知（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金受入通知（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金受入通知（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金受入通知（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費関係（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費関係（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費関係（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費関係（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費関係（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費関係（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費関係（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費関係（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費関係（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断



理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究契約（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究契約（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究契約（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究契約（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究契約（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究契約（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 組換えＤＮＡ実験 組換えDNA実験関係（健康診断を除く）（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 動物実験 動物実験関係（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定外来生物 特定外来生物関係（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 特定病原体 特定病原体関係（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後５年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 麻薬・向精神薬 向精神薬試験研究関係（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 麻薬・向精神薬 向精神薬試験研究関係（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 麻薬・向精神薬 向精神薬試験研究関係（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 麻薬・向精神薬 向精神薬試験研究関係（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 研究倫理 麻薬・向精神薬 向精神薬試験研究関係（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 研究員の受入れ 大学院理学研究院外国人研究員（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 研究員の受入れ 大学院理学研究院外国人研究員（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 研究員の受入れ 大学院理学研究院外国人研究員（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 国際協力事業団事業 国際協力機構外国人受託研修員（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 国際協力事業団事業 国際協力機構外国人受託研修員（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 研究費不正使用防止研修 研究費不正使用防止研修（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 研究費不正使用防止研修 研究費不正使用防止研修（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 研究費不正使用防止研修 研究費不正使用防止研修（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 研究費不正使用防止研修 研究費不正使用防止研修（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 研究試料提供契約（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 研究試料提供契約（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 研究試料提供契約（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 研究試料提供契約（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 研究試料提供契約（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 秘密保持契約（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 秘密保持契約（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 秘密保持契約（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄



理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 秘密保持契約（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 契約関係 秘密保持契約（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 産学官連携 発明・特許 発明の届出（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 産学官連携 発明・特許 発明の届出（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 産学官連携 発明・特許 発明の届出（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 研究成果有体物関係（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 研究成果有体物関係（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 研究成果有体物関係（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 研究成果有体物関係（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 物品関係 研究成果有体物関係（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成１９年） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成２０年） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成２１年） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成２２年） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成２３年） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成２４年） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成２５年） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成２６年） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成２７年） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 管理報告書（平成２８年） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成１９年） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成２０年） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成２１年） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成２２年） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成２３年） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成２４年） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成２５年） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成２６年） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成２７年） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 国際規制物資 使用変更届等（平成２８年） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成１８年度以降） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成１９年度以降） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成２０年度以降） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成２１年度以降） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成２２年度以降） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成２３年度以降） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成２４年度以降） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成２５年度以降） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成２６年度以降） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成２７年度以降） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 その他放射性同位元素等関係書類（平成２８年度以降） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室，保管庫 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成１８年度以降） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成１９年度以降） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成２０年度以降） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成２１年度以降） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成２２年度以降） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成２３年度以降） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成２４年度以降） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成２５年度以降） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成２６年度以降） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成２７年度以降） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 フィルムバッジ関係（平成２８年度以降） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 個人線量当量管理票（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（アイソトープ総合センター）（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄



理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等教育訓練（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（アイソトープ総合センター）（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等申請（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成１８年度） 事務部長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成１９年度） 事務部長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成２０年度） 事務部長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成２１年度） 事務部長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成２２年度） 事務部長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成２３年度） 事務部長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成２４年度） 事務部長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成２５年度） 事務部長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成２６年度） 事務部長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成２７年度） 事務部長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 放射線 放射性同位元素等 放射性同位元素等判定（平成２８年度） 事務部長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課研究協力担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学等博物館協議会（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学等博物館協議会（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学等博物館協議会（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 国立大学等博物館協議会（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 全国博物館館長会議（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学外会議 全国博物館館長会議（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会札幌農学校第２農場の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会札幌農学校第２農場の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会札幌農学校第２農場の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会札幌農学校第２農場の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会札幌農学校第２農場の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会札幌農学校第２農場の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２８年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会モデルバーン等の一般公開に関する専門委員会議事録（平成１９年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会モデルバーン等の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２０年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会モデルバーン等の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会モデルバーン等の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会モデルバーン等の一般公開に関する専門委員会議事録（平成２３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会企画展示専門委員会（平成１９年度） 事務部長 博物館担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会企画展示専門委員会（平成２０年度） 事務部長 博物館担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会企画展示専門委員会（平成２１年度） 事務部長 博物館担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会企画展示専門委員会（平成２２年度） 事務部長 博物館担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会展示専門委員会（平成２３年度） 事務部長 博物館担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会展示専門委員会（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会展示専門委員会（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会展示専門委員会（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会展示専門委員会（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 運営委員会展示専門委員会（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成１９年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成２０年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成２１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄



理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成２２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成２３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成２４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成２５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成２６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成２７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会学術標本検討専門委員会議事録（平成２８年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成１８年度） 事務部長 総合博物館企画係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成１９年度） 事務部長 博物館担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成２０年度） 事務部長 博物館担当 2008年度 2009/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成２１年度） 事務部長 博物館担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成２２年度） 事務部長 博物館担当 2010年度 2011/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成２３年度） 事務部長 博物館担当 2011年度 2012/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館運営委員会議事録（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成１９年度） 事務部長 博物館担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成２０年度） 事務部長 博物館担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成２１年度） 事務部長 博物館担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成２２年度） 事務部長 博物館担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成２３年度） 事務部長 博物館担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館教員会議（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館研究部・資料部合同部会議事録（平成１９年度） 事務部長 博物館担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館研究部・資料部合同部会議事録（平成２０年度） 事務部長 博物館担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館研究部・資料部合同部会議事録（平成２１年度） 事務部長 博物館担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館研究部・資料部合同部会議事録（平成２２年度） 事務部長 博物館担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館研究部・資料部合同部会議事録（平成２３年度） 事務部長 博物館担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館研究部・資料部合同部会議事録（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館研究部・資料部合同部会議事録（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館点検評価委員会（平成２１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館点検評価委員会（平成２４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館点検評価委員会（平成２５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館点検評価委員会（平成２７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 会議 学内会議 総合博物館点検評価委員会（平成２８年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 開放事業 シンポジウム等 総合博物館公開シンポジウム（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 開放事業 シンポジウム等 総合博物館公開シンポジウム（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金交付内定・申請関係書類（交付申請書等）（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金交付内定・申請関係書類（交付申請書等）（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金交付内定・申請関係書類（交付申請書等）（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金交付内定・申請関係書類（交付申請書等）（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金交付内定・申請関係書類（交付申請書等）（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金交付内定・申請関係書類（交付申請書等）（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金交付内定・申請関係書類（交付申請書等）（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金公募申請関係書類（研究計画調書等）（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金公募申請関係書類（研究計画調書等）（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金公募申請関係書類（研究計画調書等）（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金公募申請関係書類（研究計画調書等）（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金公募申請関係書類（研究計画調書等）（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金公募申請関係書類（研究計画調書等）（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金公募申請関係書類（研究計画調書等）（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 教務関係 実習関係 博物館実習関係書類（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 健康安全管理 健康安全管理 設備届（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 広報・情報公開 報道機関 取材等関係書類（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 広報・情報公開 報道機関 取材等関係書類（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 広報・情報公開 報道機関 取材等関係書類（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定関係書類（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄



理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定関係書類（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成２１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2009年度 2010/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成２２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2010年度 2011/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成２３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2011年度 2012/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成２４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2012年度 2013/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成２５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2013年度 2014/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成２６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2014年度 2015/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成２７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2015年度 2016/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 国際交流 交流協定関係 部局間（博物館）交流協定書（平成２８年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2016年度 2017/4/1 協定終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 施設 設計図面 設計図面（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 資料 ニュースレター 北海道大学総合博物館ニュース　25・26号（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 資料 ニュースレター 北海道大学総合博物館ニュース　27・28号（平成２5年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 資料 ニュースレター 北海道大学総合博物館ニュース　29・30号（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 資料 ニュースレター 北海道大学総合博物館ニュース　31・32号（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 資料 ニュースレター 北海道大学総合博物館ニュース　33・34号（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 資料 概要 北海道大学総合博物館概要（平成２４年度） 事務部長 総合博物館企画係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 資料 概要 北海道大学総合博物館概要（平成２５年度） 事務部長 総合博物館企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 資料 概要 北海道大学総合博物館概要（平成２６年度） 事務部長 総合博物館企画係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居届（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居届（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居届（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居届（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居届（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 住居届（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 認定に係る添付書類（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 認定に係る添付書類（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 認定に係る添付書類（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 認定に係る添付書類（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 認定に係る添付書類（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 住居手当 認定に係る添付書類（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 認定に係る添付書類（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 認定に係る添付書類（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 認定に係る添付書類（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 認定に係る添付書類（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 認定に係る添付書類（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 認定に係る添付書類（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 調査 調査（会計関係） 学内及び他機関等からの各種調査（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 調査 調査（会計関係） 学内及び他機関等からの各種調査（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 調査 調査（会計関係） 学内及び他機関等からの各種調査（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 調査 調査（会計関係） 学内及び他機関等からの各種調査（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄



理学・生命科学事務部 調査 調査（会計関係） 学内及び他機関等からの各種調査（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 調査 調査（事業関係） 学内及び他機関等からの各種調査（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 調査 調査（事業関係） 学内及び他機関等からの各種調査（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 調査 調査（事業関係） 学内及び他機関等からの各種調査（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 任免関係 定員内職員 人事記録 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）借入・貸出 学術資料（標本）借入・貸出関係書類（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）借入・貸出 学術資料（標本）借入・貸出関係書類（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）借入・貸出 学術資料（標本）借入・貸出関係書類（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成１８年度） 事務部長 総合博物館企画係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成１９年度） 事務部長 博物館担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成２０年度） 事務部長 博物館担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成２１年度） 事務部長 博物館担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成２２年度） 事務部長 博物館担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成２３年度） 事務部長 博物館担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 学術資料（標本）受入 学術資料（標本）受入関係書類（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 博物館事業 展示見学関係 見学者数集計書類（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 展示見学関係 見学者数集計書類（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 展示見学関係 見学者数集計書類（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 展示見学関係 見学者数集計書類（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 展示見学関係 来館者アンケート（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 展示見学関係 来館者記帳簿（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 博物館事業 金庫開閉簿（平成24年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 博物館事業 金庫開閉簿（平成25年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 博物館事業 金庫開閉簿（平成26年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 博物館事業 総合博物館募金用現金出納補助簿（平成24年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 博物館事業 総合博物館募金用現金出納補助簿（平成25年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 博物館事業 総合博物館募金用現金出納補助簿（平成26年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 博物館事業 博物館事業 総合博物館募金用現金出納補助簿（平成28年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 兼業・併任関係書類（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 兼業・併任関係書類（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 兼業・併任関係書類（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 兼業・併任関係書類（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 兼業・併任関係書類（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 兼業関係書類（平成１６年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年度 2005/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 服務 兼業 兼業関係書類（平成１７年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年度 2006/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（一般・年金・住宅）記録簿（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（一般・年金・住宅）記録簿（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明証発行台帳 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 有効期間終了後1年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（平成１１年度） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（平成１２年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（平成１３年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（平成１４年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（平成１５年度） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総博）（平成１１年） 事務部長 総合博物館事務掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総博）（平成１２年） 事務部長 総合博物館事務掛 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総博）（平成１３年） 事務部長 総合博物館事務掛 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総博）（平成１４年） 事務部長 総合博物館事務掛 2002年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総博）（平成１５年） 事務部長 総合博物館事務掛 2003年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総博）（平成１６年） 事務部長 総合博物館事務掛 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総博）（平成１７年） 事務部長 総合博物館事務掛 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 総合博物館の内規等 内規制定・改廃（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 総合博物館の内規等 内規制定・改廃（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 総合博物館の内規等 内規制定・改廃（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 総合博物館の内規等 内規制定・改廃（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 総合博物館の内規等 内規制定・改廃（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 本学の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 本学の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 本学の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２６年度） 事務部長 博物館担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 本学の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２７年度） 事務部長 博物館担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 法令 本学の規程等 規程等の制定・改定関係資料（平成２８年度） 事務部長 博物館担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 概算要求関係 概算要求原議書（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 概算要求関係 概算要求原議書（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄



理学・生命科学事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求（運営費交付金・施設整備費等）に関する決裁文書（平成２４年度） 事務部長 博物館担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求（運営費交付金・施設整備費等）に関する決裁文書（平成２５年度） 事務部長 博物館担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課博物館担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（昭和５８年度） 事務部長 図書担当 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（昭和５９年度） 事務部長 図書担当 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（昭和６０年度） 事務部長 図書担当 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（昭和６１年度） 事務部長 図書担当 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（昭和６２年度） 事務部長 図書担当 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（昭和６３年度） 事務部長 図書担当 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成元年度） 事務部長 図書担当 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成２年度） 事務部長 図書担当 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成３年度） 事務部長 図書担当 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成４年度） 事務部長 図書担当 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成５年度） 事務部長 図書担当 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成６年度） 事務部長 図書担当 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成７年度） 事務部長 図書担当 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成８年度） 事務部長 図書担当 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成９年度） 事務部長 図書担当 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成１０年度） 事務部長 図書担当 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成１１年度） 事務部長 図書担当 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成１２年度） 事務部長 図書担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成１３年度） 事務部長 図書担当 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成１４年度） 事務部長 図書担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成１５年度） 事務部長 図書担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成１６年度） 事務部長 図書担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成１７年度） 事務部長 図書担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書資料 蔵書目録 基礎カード（平成１８年度） 事務部長 図書担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書調査 調査・統計 調査・統計（平成２５年度） 事務部長 図書担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書調査 調査・統計 調査・統計（平成２６年度） 事務部長 図書担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書調査 調査・統計 調査・統計（平成２７年度） 事務部長 図書担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書調査 調査・統計 調査・統計（平成２８年度） 事務部長 図書担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書物品関係 物品関係 不要決定承認関係書類（平成２４年度） 事務部長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書物品関係 物品関係 不要決定承認関係書類（平成２５年度） 事務部長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書物品関係 物品関係 不要決定承認関係書類（平成２６年度） 事務部長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書物品関係 物品関係 不要決定承認関係書類（平成２７年度） 事務部長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書物品関係 物品関係 不要決定承認関係書類（平成２８年度） 事務部長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書予算・決算関係 理学部図書委員会 図書委員会（平成２０年度） 事務部長 図書担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書予算・決算関係 理学部図書委員会 図書委員会（平成２１年度） 事務部長 図書担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書予算・決算関係 理学部図書委員会 図書委員会（平成22年度） 事務部長 図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書予算・決算関係 理学部図書委員会 図書委員会（平成２3年度） 事務部長 図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書予算・決算関係 理学部図書委員会 図書委員会（平成２４年度） 事務部長 図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書予算・決算関係 理学部図書委員会 図書委員会（平成２５年度） 事務部長 図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書予算・決算関係 理学部図書委員会 図書委員会（平成２６年度） 事務部長 図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書予算・決算関係 理学部図書委員会 図書委員会（平成２７年度） 事務部長 図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書予算・決算関係 理学部図書委員会 図書委員会（平成２８年度） 事務部長 図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書その他 通知・照会・調査等 通知・照会・調査等（平成２５年度） 事務部長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書その他 通知・照会・調査等 通知・照会・調査等（平成２６年度） 事務部長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書その他 通知・照会・調査等 通知・照会・調査等（平成２７年度） 事務部長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書その他 通知・照会・調査等 通知・照会・調査等（平成２８年度） 事務部長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 廃棄
理学・生命科学事務部 図書その他 紀要管理 紀要原簿（地球物理学研究報告）（平成26年度） 事務部長 図書担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書その他 紀要管理 紀要原簿（地球物理学研究報告）（平成26年度） 事務部長 図書担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書その他 紀要管理 紀要原議書（数学部門）（平成26年度） 事務部長 図書担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書その他 紀要管理 紀要原議書（数学部門）（平成27年度） 事務部長 図書担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
理学・生命科学事務部 図書その他 紀要管理 紀要原議書（数学部門）（平成2８年度） 事務部長 図書担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務部長 理学・生命科学事務部事務課図書担当 副総括文書管理者が判断
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 生物科学科（高分子機能学）教務委員会議事録 先端生命科学研究院長 責任者（高分子） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 責任者 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 生物科学科（高分子機能学）教務委員会議事録 先端生命科学研究院長 責任者（高分子） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（CD） 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 責任者 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 生物科学科（高分子機能学）教務委員会議事録 先端生命科学研究院長 責任者（高分子） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 責任者 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 生物科学科（高分子機能学）教務委員会議事録 先端生命科学研究院長 責任者（高分子） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（HDD） 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 責任者 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 生物科学科（高分子機能学）教務委員会議事録 先端生命科学研究院長 責任者（高分子） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 責任者 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 生物科学科（高分子機能学）教務委員会議事録 先端生命科学研究院長 責任者（高分子） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（HDD） 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 責任者 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 人事選考委員長 教員選考関係書類 先端生命科学研究院長 人事選考委員長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 先端生命科学研究院長 人事選考委員長 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 人事選考委員長 教員選考関係書類 先端生命科学研究院長 人事選考委員長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 先端生命科学研究院長 人事選考委員長 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 人事選考委員長 教員選考関係書類 先端生命科学研究院長 人事選考委員長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 先端生命科学研究院長 人事選考委員長 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 予算・決算関係書類 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 予算・決算関係書類 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 予算・決算関係書類 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 予算・決算関係書類 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（HDD） 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 廃棄
先端生命科学研究院 先端融合科学研究部門・ 生命機能科学研究部門 高分子機能学 予算・決算関係書類 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（HDD） 研究推進支援室 先端生命科学研究院長 先端生命科学研究院長 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 責任者 大学院入試問題 生命科学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 責任者 大学院入試問題 生命科学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 責任者 大学院入試問題 生命科学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 責任者 大学院入試問題 生命科学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 責任者 大学院入試問題 生命科学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 定期試験問題（修士課程開講科目） 生命科学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 生命科学院長 各科目担当教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 定期試験問題（修士課程開講科目） 生命科学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 生命科学院長 各科目担当教員 廃棄



生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 定期試験問題（修士課程開講科目） 生命科学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 生命科学院長 各科目担当教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 定期試験問題（修士課程開講科目） 生命科学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 生命科学院長 各科目担当教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 定期試験問題（修士課程開講科目） 生命科学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 生命科学院長 各科目担当教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 実習計画書（修士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 実習計画書（修士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 実習計画書（修士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 実習計画書（修士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 実習計画書（修士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 研究計画書（修士および博士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 研究計画書（修士および博士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 研究計画書（修士および博士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 研究計画書（修士および博士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 研究計画書（修士および博士課程学生対象） 生命科学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 生命科学院長 指導教員 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 科目成績評価基準 生命科学院長 学院長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 生命科学院長 教務担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 科目成績評価基準 生命科学院長 学院長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 生命科学院長 教務担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 科目成績評価基準 生命科学院長 学院長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 生命科学院長 教務担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 科目成績評価基準 生命科学院長 学院長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 生命科学院長 教務担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 科目成績評価基準 生命科学院長 学院長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 生命科学院長 教務担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 入試採点基準（修士および博士課程） 生命科学院長 学院長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 入試採点基準（修士および博士課程） 生命科学院長 学院長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 入試採点基準（修士および博士課程） 生命科学院長 学院長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 入試採点基準（修士および博士課程） 生命科学院長 学院長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
生命科学院 生命科学専攻 生命科学専攻 入試採点基準（修士および博士課程） 生命科学院長 学院長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 生命科学院長 入試担当責任者 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系 一般教育演習打ち合わせ資料（平成２６年度） 博物館長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系 一般教育演習打ち合わせ資料（平成２７年度） 博物館長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系 一般教育演習打ち合わせ資料（平成２８年度） 博物館長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 複合科目成績・出席簿（平成２４年度） 博物館長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 複合科目成績・出席簿（平成２５年度） 博物館長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 複合科目成績・出席簿（平成２６年度） 博物館長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 複合科目成績・出席簿（平成２７年度） 博物館長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 複合科目成績・出席簿（平成２８年度） 博物館長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 一般教育演習科目成績･出席簿（平成２４年度） 博物館長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 一般教育演習科目成績･出席簿（平成２５年度） 博物館長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 一般教育演習科目成績･出席簿（平成２６年度） 博物館長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 一般教育演習科目成績･出席簿（平成２７年度） 博物館長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系・資料基礎研究系 一般教育演習科目成績･出席簿（平成２８年度） 博物館長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系 複合科目打ち合わせ資料（平成２６年度） 博物館長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系 複合科目打ち合わせ資料（平成２７年度） 博物館長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料開発研究系 複合科目打ち合わせ資料（平成２８年度） 博物館長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料基礎研究系 菌類標本庫ゲストブック（利用者名簿）（平成２８年度） 博物館長 担当教官 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 研究展示室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料基礎研究系 植物標本庫ゲストブック（利用者名簿）（平成２８年度） 博物館長 担当教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 研究展示室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料基礎研究系 大麻研究者の免許申請、返納届および年間報告（平成２８年度） 博物館長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 博物館長 教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料基礎研究系 博物館実習打ち合わせ資料(平成２６年度） 博物館長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料基礎研究系 博物館実習打ち合わせ資料(平成２７年度） 博物館長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 資料基礎研究系 博物館実習打ち合わせ資料(平成２８年度） 博物館長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 博物館情報メディア研究系 教員連絡会議・議事録（平成２６年度） 博物館長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 博物館情報メディア研究系 教員連絡会議・議事録（平成２７年度） 博物館長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 博物館情報メディア研究系 教員連絡会議・議事録（平成２８年度） 博物館長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 博物館情報メディア研究系 総合博物館ボランティア関係（平成２６年度） 博物館長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 博物館情報メディア研究系 総合博物館ボランティア関係（平成２７年度） 博物館長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 博物館情報メディア研究系 総合博物館ボランティア関係（平成２８年度） 博物館長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 博物館情報メディア研究系 博物館セミナー関係（平成２６年度） 博物館長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子 情報基盤センターレンタルサーバー内 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 博物館情報メディア研究系 博物館セミナー関係（平成２７年度） 博物館長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子 情報基盤センターレンタルサーバー内 博物館長 担当教員 廃棄
総合博物館 研究部 博物館情報メディア研究系 博物館セミナー関係（平成２８年度） 博物館長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子 情報基盤センターレンタルサーバー内 博物館長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（分子生物学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２８度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 毒劇物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄



医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生化学分野（医化学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 医学部担当科目試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 解剖体原簿 大学院医学研究科長 分野教授 1921年 1922/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 解剖体原簿 大学院医学研究科長 分野教授 1914年 1915/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成３年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1991年度 1992/4/1 26年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2002年3月31日　延長期間：16年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1992年度 1993/4/1 25年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2003年3月31日　延長期間：15年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1993年度 1994/4/1 24年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2004年3月31日　延長期間：14年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1994年度 1995/4/1 23年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2005年3月31日　延長期間：13年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1995年度 1996/4/1 22年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2006年3月31日　延長期間：12年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1996年度 1997/4/1 21年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2007年3月31日　延長期間：11年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成９年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1997年度 1998/4/1 20年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：10年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１０年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1998年度 1999/4/1 19年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：9年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１１年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1999年度 2000/4/1 18年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：8年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１２年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2000年度 2001/4/1 17年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：7年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１３年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2001年度 2002/4/1 16年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：6年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2002年度 2003/4/1 15年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2003年度 2004/4/1 14年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2004年度 2005/4/1 13年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：3年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2005年度 2006/4/1 12年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2006年度 2007/4/1 11年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成１９年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成２０年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成２１年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成２２年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成２３年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 核燃料物質管理記録（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成１２年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2000年度 2001/4/1 17年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2006年3月31日　延長期間：12年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成１３年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2001年度 2002/4/1 16年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2007年3月31日　延長期間：11年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成１４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2002年度 2003/4/1 15年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：10年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成１５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2003年度 2004/4/1 14年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：9年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成１６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2004年度 2005/4/1 13年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：8年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成１７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2005年度 2006/4/1 12年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：7年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成１８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2006年度 2007/4/1 11年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：6年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成１９年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成２０年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2008年度 2009/4/1 9年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成２１年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2009年度 2010/4/1 8年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：3年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成２２年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成２３年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（解剖発生学教室） 毒劇物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） オスミウムプラズマコーター使用簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） HCP-2（臨界点乾燥機）使用簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成１９年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成２０年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成２１年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成２２年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成２３年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 核燃料物質管理記録（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 図書貸借表（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 解剖学分野（組織細胞学教室） 毒劇物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（細胞生理学教室） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室（C5・208‐１） 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄



医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（細胞生理学教室） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室（C5・208‐１） 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（細胞生理学教室） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室（C5・208‐１） 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（細胞生理学教室） 定期試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室（C5・208‐１） 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（細胞生理学教室） 定期試験問題（平成２8年度） 大学院医学研究科長 科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室（C5・208‐１） 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 定期試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 生理学分野（神経生理学教室） 定期試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 学業成績評価基準（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 学業成績評価基準（平成２８年度） 大学院医学研究院長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２３年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：3年

医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究院長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬年受渡届（平成２３年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：3年

医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬年受渡届（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬年受渡届（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬年受渡届（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬年受渡届（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 麻薬年受渡届（平成２７年度） 大学院医学研究院長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 薬理学定期試験問題(平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 薬理学定期試験問題(平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 薬理学定期試験問題(平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 薬理学定期試験問題(平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 毒劇物受払簿(平成２３年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：3年

医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 毒劇物受払簿(平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 毒劇物受払簿(平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 毒劇物受払簿(平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 毒劇物受払簿(平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（神経薬理学教室） 毒劇物受払簿(平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 喫煙科学研究財団研究報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 喫煙科学研究財団研究報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 喫煙科学研究財団研究報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 喫煙科学研究財団研究報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 喫煙科学研究財団研究報告書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 定期試験問題（平成２7年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 定期試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 生理系部門 薬理学分野（細胞薬理学教室） 毒劇物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 学業成績評価基準（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 厚生労働省厚生科学研究費補助金こころの健康科学研究事業報告書（平成１９年度) 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 厚生労働省厚生科学研究費補助金こころの健康科学研究事業報告書（平成１９年度) 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 厚生労働省厚生科学研究費補助金こころの健康科学研究事業報告書（平成２０年度) 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 厚生労働省厚生科学研究費補助金こころの健康科学研究事業報告書（平成２０年度) 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 厚生労働省厚生科学研究費補助金こころの健康科学研究事業報告書（平成２１年度) 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 厚生労働省厚生科学研究費補助金こころの健康科学研究事業報告書（平成２１年度) 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄



医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（臨床病理学）（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 定期試験問題（病理学・病理学実習）（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 毒劇物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成８年度） 大学院医学研究科長 教員 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成９年度） 大学院医学研究科長 教員 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１０年度） 大学院医学研究科長 教員 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１１年度） 大学院医学研究科長 教員 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１２年度） 大学院医学研究科長 教員 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１３年度） 大学院医学研究科長 教員 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１４年度） 大学院医学研究科長 教員 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１４年度） 大学院医学研究科長 教員 2002年度 2003/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１５年度） 大学院医学研究科長 教員 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１５年度） 大学院医学研究科長 教員 2003年度 2004/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１６年度） 大学院医学研究科長 教員 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１６年度） 大学院医学研究科長 教員 2004年度 2005/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１７年度） 大学院医学研究科長 教員 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１７年度） 大学院医学研究科長 教員 2005年度 2006/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１８年度） 大学院医学研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１８年度） 大学院医学研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２２年度） 大学院医学研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２２年度） 大学院医学研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２３年度） 大学院医学研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２３年度） 大学院医学研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成８年度） 大学院医学研究科長 教員 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成９年度） 大学院医学研究科長 教員 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１０年度） 大学院医学研究科長 教員 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１１年度） 大学院医学研究科長 教員 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１２年度） 大学院医学研究科長 教員 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１３年度） 大学院医学研究科長 教員 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１４年度） 大学院医学研究科長 教員 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１４年度） 大学院医学研究科長 教員 2002年度 2003/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１５年度） 大学院医学研究科長 教員 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１５年度） 大学院医学研究科長 教員 2003年度 2004/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１６年度） 大学院医学研究科長 教員 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１６年度） 大学院医学研究科長 教員 2004年度 2005/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１７年度） 大学院医学研究科長 教員 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１７年度） 大学院医学研究科長 教員 2005年度 2006/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１８年度） 大学院医学研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１８年度） 大学院医学研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２２年度） 大学院医学研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２２年度） 大学院医学研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２３年度） 大学院医学研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断



医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２３年度） 大学院医学研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 病理診断報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（PC） 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 分野内連絡会議録（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 会議室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 分野内連絡会議録（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 会議室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 分野内連絡会議録（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 会議室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（分子病理学教室） 分野内連絡会議録（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 会議室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２２年度） 大学院医学研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２３年度） 大学院医学研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 核燃料物質管理記録（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 学業成績評価基準（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 学業成績評価基準（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１０年度） 大学院医学研究科長 教員 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１１年度） 大学院医学研究科長 教員 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１２年度） 大学院医学研究科長 教員 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１３年度） 大学院医学研究科長 教員 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１４年度） 大学院医学研究科長 教員 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１５年度） 大学院医学研究科長 教員 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１６年度） 大学院医学研究科長 教員 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１７年度） 大学院医学研究科長 教員 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１８年度） 大学院医学研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２２年度） 大学院医学研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２３年度） 大学院医学研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理解剖記録・報告書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１０年度） 大学院医学研究科長 教員 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１１年度） 大学院医学研究科長 教員 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１２年度） 大学院医学研究科長 教員 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１３年度） 大学院医学研究科長 教員 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１４年度） 大学院医学研究科長 教員 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１５年度） 大学院医学研究科長 教員 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１６年度） 大学院医学研究科長 教員 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１７年度） 大学院医学研究科長 教員 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１８年度） 大学院医学研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成２２年度） 大学院医学研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成２３年度） 大学院医学研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病理診断報告書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 試験研究用アルコール使用簿・受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 試験研究用アルコール使用簿・受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 試験研究用アルコール使用簿・受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 試験研究用アルコール使用簿・受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 試験研究用アルコール使用簿・受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 毒劇物および向精神薬管理簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 毒劇物および向精神薬管理簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 毒劇物および向精神薬管理簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 毒劇物および向精神薬管理簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 毒劇物および向精神薬管理簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病的材料検査・病理解剖関連（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病的材料検査・病理解剖関連（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病的材料検査・病理解剖関連（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病的材料検査・病理解剖関連（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 病的材料検査・病理解剖（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 研究および実験関連申請・報告（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄



医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 研究および実験関連申請・報告（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 研究および実験関連申請・報告（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 研究および実験関連申請・報告（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 研究および実験関連申請・報告（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 講義・出張・人事・業績・庶務関連（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 講義・出張・人事・業績・庶務関連（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 講義・出張・人事・業績・庶務関連（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 講義・出張・人事・業績・庶務関連（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 講義・出張・人事・業績・庶務（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 予算執行・会計関連（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 予算執行・会計関連（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 予算執行・会計関連（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 予算執行・会計関連（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 病理学分野（腫瘍病理学教室） 予算執行・会計（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（免疫学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（病原微生物学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（病原微生物学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（病原微生物学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（病原微生物学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 病理系部門 微生物学免疫学分野（病原微生物学教室） 毒劇物受払簿（平成２8年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 外部研究助成に対する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 外部研究助成に対する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 外部研究助成に対する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 外部研究助成に対する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 外部研究助成に対する申請書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 定期試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 定期試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（衛生学教室） 毒劇物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 定期試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 定期試験問題（平成28年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 社会医学実習参加者連絡先（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 社会医学実習参加者連絡先（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 社会医学実習参加者連絡先（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 社会医学実習参加者連絡先（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 社会医学実習参加者連絡先（平成28年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 公衆衛生学講義出席カード（H24年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 公衆衛生学講義出席カード（H25年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 公衆衛生学講義出席カード（H26年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 公衆衛生学講義出席カード（H27年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（公衆衛生学教室） 公衆衛生学講義出席カード（H28年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 解剖鑑定書 大学院医学研究科長 鑑定者 1923年 1924/4/1 常用 未定 紙 教員室・分野資料室 大学院医学研究院長 分野教授 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 解剖台帳 大学院医学研究科長 教員 1923年 1924/4/1 常用 未定 紙 教員室・分野資料室 大学院医学研究院長 分野教授 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 試験研究用アルコール受払簿(平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 試験研究用アルコール受払簿(平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 試験研究用アルコール受払簿(平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 試験研究用アルコール受払簿(平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 毒劇物受払簿(平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 毒劇物受払簿(平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 毒劇物受払簿(平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 毒劇物受払簿(平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 毒劇物受払簿(平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成27年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（法医学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（医療政策評価学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（医療政策評価学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（医療政策評価学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（医療政策評価学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 社会系医学部門 社会医学分野（医療政策評価学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２8年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（呼吸器内科学教室） 学部学生定期・卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 主任担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（呼吸器内科学教室） 学部学生定期・卒業試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 主任担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（呼吸器内科学教室） 学部学生定期・卒業試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 主任担当教員 廃棄



医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（呼吸器内科学教室） 学部学生定期・卒業試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 主任担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（呼吸器内科学教室） 学部学生定期・卒業試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 主任担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 厚生省科学研究費申請関係資料 (平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 厚生省科学研究費申請関係資料 (平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 厚生省科学研究費申請関係資料 (平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 厚生省科学研究費申請関係資料 (平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（免疫・代謝内科学教室） 厚生省科学研究費申請関係資料 (平成２８年度） 大学院医学研究科長 教室教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 劇毒物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 第4研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 劇毒物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第4研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 劇毒物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 第4研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 劇毒物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 共有サーバー内 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 劇毒物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 共有サーバー内 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 臨床実習評価試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 臨床実習評価試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 臨床実習評価試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 臨床実習評価試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 臨床実習評価試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） CBT試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） CBT試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） CBT試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） CBT試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 統合消化器試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 統合消化器試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 統合消化器試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 統合消化器試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 統合消化器試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体）　紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 学年末試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 学年末試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 学年末試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 学年末試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（消化器内科学教室） 学年末試験問題（平成２8年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体）　紙 図書室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２7年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 学部担当科目試験問題（平成２7年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 厚生科学研究費補助金関係資料（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 厚生科学研究費補助金関係資料（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 厚生科学研究費補助金関係資料（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 厚生科学研究費補助金関係資料（平成２7年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 厚生科学研究費補助金関係資料（平成２7年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 循環器内科広報関係資料（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 循環器内科広報関係資料（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 循環器内科広報関係資料（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 循環器内科広報関係資料（平成２7年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 循環器内科広報関係資料（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 病院関係文書　外来患者台帳（平成１９年度） 大学院医学研究科長 外来医長 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 新来・再来 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 病院関係文書　外来患者台帳（平成２０年度） 大学院医学研究科長 外来医長 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 新来・再来 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 病院関係文書　外来患者台帳（平成２１年度） 大学院医学研究科長 外来医長 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 新来・再来 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 病院関係文書　外来患者台帳（平成２２年度） 大学院医学研究科長 外来医長 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 新来・再来 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 病院関係文書　外来患者台帳（平成２３年度） 大学院医学研究科長 外来医長 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 新来・再来 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 病院関係文書　退院時要約（平成１９年度） 大学院医学研究科長 病棟医長 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（循環病態内科学教室） 病院関係文書　退院時要約（平成２０年度） 大学院医学研究科長 病棟医長 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 統合・腫瘍Ⅰ試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 基礎腫瘍学試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 基礎腫瘍学試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 統合・腫瘍Ⅱ試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 統合・腫瘍Ⅱ試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 統合・腫瘍学試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 基礎応用腫瘍学試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 統合・臨床腫瘍学試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄



医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 統合・腫瘍学試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 基礎応用腫瘍学試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 統合・臨床腫瘍学試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（腫瘍内科学教室） 臨床実習評価試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（血液内科学教室） 統合・血液学試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（血液内科学教室） 統合・血液学試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（血液内科学教室） 統合・血液学試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（血液内科学教室） 統合・血液学試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 内科学分野（血液内科学教室） 統合・血液学試験問題（平成２8年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（USB） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 臨床実習評価試験（平成２４年度）６年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 臨床実習評価試験（平成２５年度）６年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 臨床実習評価試験（平成２６年度）６年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 臨床実習評価試験（平成２７年度）６年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 臨床基礎講義Ⅱ試験（平成２４年度）６年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 選択実習Ⅰ・Ⅱ評価表（平成２６年度）６年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 選択実習Ⅰ・Ⅱ評価表（平成２７年度）６年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 臨床医学系コース試験（平成２４年度）４年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 臨床医学系コース試験（平成２５年度）４年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 臨床医学系コース試験（平成２６年度）４年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 臨床医学系コース試験（平成２７年度）４年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 基礎医学コース　画像診断学試験（平成２７年度）３年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成１９年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成２０年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成２１年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成２２年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成２３年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 修士論文、博士論文（平成２８年度） 大学院医学研究院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 医局員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 医局員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 医局員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 医局員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２８年度） 大学院医学研究院長 医局員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 医局員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 医局員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 医局員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 医局員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 卒業判定資料（学業成績評価基準） 大学院医学研究科長 分野教授 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線医学教室） 研究会の打合せ・討議資料 大学院医学研究院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 基本臨床試験問題（平成２４年度）４年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 基本臨床試験問題（平成２５年度）４年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 基本臨床試験問題（平成２６年度）４年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 基本臨床試験問題（平成２７年度）４年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 基本臨床試験問題（平成２８年度）４年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 卒業試験問題（平成２４年度）６年生 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 卒業試験問題（平成２５年度）６年生 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 卒業試験問題（平成２６年度）６年生 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 卒業試験問題（平成２７年度）６年生 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 卒業試験問題（平成２８年度）６年生 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 定期試験問題（平成２４年度）５年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 定期試験問題（平成２５年度）５年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 定期試験問題（平成２６年度）５年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 定期試験問題（平成２７年度）５年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 定期試験問題（平成２８年度）５年生 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） PET薬剤製造関連書類（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） PET薬剤製造関連書類（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） PET薬剤製造関連書類（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） PET薬剤製造関連書類（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 厚生労働科学研究委託費報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 厚生労働科学研究委託費報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 厚生労働科学研究委託費報告書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 科学研究費補助金（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 科学研究費補助金（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 科学研究費補助金（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 各種研究助成金（橋渡し研究シーズ）（平成26年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 6年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 各種研究助成金（橋渡し研究シーズ）（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 6年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 各種研究助成金（橋渡し研究シーズ）（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 自主臨床研究関連（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 自主臨床研究関連（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（核医学教室） 自主臨床研究関連（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線治療医学教室） 医学研究科・医学部医学科広報室会議(平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線治療医学教室） 医学科会議(平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線治療医学教室） 医学院教授会・拡大教授会(平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄



医学研究院・医学部 内科系部門 放射線科学分野（放射線治療医学教室） 学業成績評価基準(平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 各種研究助成金に関する資料（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 各種研究助成金に関する資料（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 各種研究助成金に関する資料（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 各種研究助成金に関する資料（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 各種研究助成金に関する資料（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 卒業試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 卒業試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 卒業試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 卒業試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 第一外科教室総会資料（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 第一外科教室総会資料（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 第一外科教室総会資料（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 第一外科教室総会資料（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 定期試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室Ⅰ） 定期試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験模範解答（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験模範解答（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験模範解答（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験模範解答（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験模範解答（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 卒業試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（消化器外科学教室II） 毒劇物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 医学部基本臨床コース試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 医学部基本臨床コース試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 医学部基本臨床コース試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 医学部基本臨床コース試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 医学部基本臨床コース試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生労働科学研究費補助金関係（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生労働科学研究費補助金関係（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生労働科学研究費補助金関係（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生労働科学研究費補助金関係（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生労働科学研究費補助金関係（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生省がん臨床研究助成金関係（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生省がん臨床研究助成金関係（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生省がん臨床研究助成金関係（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生省がん臨床研究助成金関係（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 厚生省がん臨床研究助成金関係（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 卒業試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 卒業試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 卒業試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 卒業試験問題（平成28年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（腎泌尿器外科学教室） 毒劇物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 各助成金関係資料（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 各助成金関係資料（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 各助成金関係資料（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 各助成金関係資料（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 各助成金関係資料（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 卒業試験問題（平成２５年度) 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 卒業試験問題（平成２６年度) 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 卒業試験問題（平成２７年度) 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 卒業試験問題（平成２８年度) 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 定期試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 定期試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 論文審査関係文書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 指導教員 2014年度 2015/4/1 3年 2020/3/31 電子（HDD） 医局 大学院医学研究院長 指導教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 論文審査関係文書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 指導教員 2015年度 2016/4/1 3年 2021/3/31 電子（HDD） 医局 大学院医学研究院長 指導教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 外科学分野（循環器・呼吸器外科学教室） 論文審査関係文書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 指導教員 2016年度 2017/4/1 3年 2022/3/31 電子（HDD） 医局 大学院医学研究院長 指導教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（麻酔・周術期医学教室） 卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（麻酔・周術期医学教室） 卒業試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（麻酔・周術期医学教室） 卒業試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（麻酔・周術期医学教室） 卒業試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄



医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（麻酔・周術期医学教室） 卒業試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学業成績評価基準（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学業成績評価基準（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学年末・中間試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学年末・中間試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学年末・中間試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学年末・中間試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 外科系部門 侵襲制御医学分野（救急医学教室） 学年末・中間試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（整形外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（スポーツ医学教室） 全学教育科目レポート用紙（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当責任教員 2012年度 2013/4/1 4年 2017/3/31 紙 分野研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（スポーツ医学教室） 全学教育科目レポート用紙（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当責任教員 2013年度 2014/4/1 4年 2018/3/31 紙 分野研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（スポーツ医学教室） 全学教育科目試験（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当責任教員 2014年度 2015/4/1 4年 2019/3/31 紙 分野研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（スポーツ医学教室） 全学教育科目試験（平成２7年度） 大学院医学研究科長 担当責任教員 2015年度 2016/4/1 4年 2020/3/31 紙 分野研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 学年末試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 機能再生医学分野（形成外科学教室） 中間試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１９年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２０年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２１年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２２年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録(平成２３年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録(平成２４年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録(平成２５年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録(平成２６年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録(平成２７年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 生殖・発達医学分野（小児科学教室） 核燃料物質管理記録(平成２７年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１１年度） 大学院医学研究科長 分野教授 1999年度 2000/4/1 21年 2021/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：11年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１２年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2000年度 2001/4/1 20年 2021/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：10年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１３年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2001年度 2002/4/1 19年 2021/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：9年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2002年度 2003/4/1 18年 2021/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：8年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2003年度 2004/4/1 17年 2021/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：7年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2004年度 2005/4/1 16年 2021/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：6年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2005年度 2006/4/1 15年 2021/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2006年度 2007/4/1 14年 2021/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：4年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成１９年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２０年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２１年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２２年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２３年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 核燃料物質管理記録（平成２8年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 薬品庫 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 定期試験問題（平成２8年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄



医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（皮膚科学教室） 毒劇物受払簿（平成２8年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（HDD） 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（HDD） 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（HDD） 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（HDD） 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２8年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２8年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（HDD） 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 学年末・中間・卒業試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１０年度） 大学院医学研究科長 教員 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１１年度） 大学院医学研究科長 教員 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１２年度） 大学院医学研究科長 教員 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１３年度） 大学院医学研究科長 教員 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１４年度） 大学院医学研究科長 教員 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１５年度） 大学院医学研究科長 教員 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１６年度） 大学院医学研究科長 教員 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１７年度） 大学院医学研究科長 教員 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１８年度） 大学院医学研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成２２年度） 大学院医学研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成２３年度） 大学院医学研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 病理診断報告（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 人事記録文書(非常勤)（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 人事記録文書(非常勤)（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 人事記録文書(非常勤)（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 人事記録文書(非常勤)（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 人事記録文書(非常勤)（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 会計関係文書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 会計関係文書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 会計関係文書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 会計関係文書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室） 会計関係文書（平成２8年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 外部機関に提出した研究報告書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 各種研究助成金に関する申請書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 学年末・中間試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 学年末・中間試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 学年末・中間試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 学年末・中間試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 学年末・中間試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 分野事務室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 感覚器病学分野（眼科学教室） 毒劇物受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 定期試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 毒劇物受払簿(平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 毒劇物受払簿(平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 毒劇物受払簿(平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 毒劇物受払簿(平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 毒劇物受払簿(平成２８年度） 大学院医学研究院長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄



医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（精神医学教室） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究院長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 第４研究室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 第４研究室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 第４研究室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 第４研究室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 試験研究用アルコール受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 第４研究室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 卒業試験問題（平成１９年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 卒業試験問題（平成２０年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 卒業試験問題（平成２１年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 卒業試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 卒業試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 卒業試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 卒業試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 定期試験問題（平成１９年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 定期試験問題（平成２０年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 定期試験問題（平成２１年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 定期試験問題（平成２３年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 定期試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2017/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 定期試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2018/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 定期試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 定期試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（脳神経外科学教室） 卒業試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医局 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 神経内科学臨床実習評価試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 神経内科学臨床実習評価試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 神経内科学臨床実習評価試験問題（平成２6年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 神経内科学臨床実習評価試験問題（平成27年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 神経内科学臨床実習評価試験問題（平成28年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 統合・神経・筋　試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（HDD） 教員室 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 統合・神経・筋　試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（HDD） 教室員 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 統合・神経・筋　試験問題（平成２6年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（HDD） 教室員 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 統合・神経・筋　試験問題（平成27年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（HDD） 教室員 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 専門医学系部門 神経病態学分野（神経内科学教室） 統合・神経・筋　試験問題（平成28年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（HDD） 教室員 大学院医学研究院長 分野准教授 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（神経生物学教室） 研究助成金に関する書類(平成２５年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（神経生物学教室） 研究助成金に関する書類(平成２６年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（神経生物学教室） 研究助成金に関する書類(平成２７年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（神経生物学教室） 毒劇物受払簿(平成２５年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（神経生物学教室） 毒劇物受払簿(平成２６年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（神経生物学教室） 毒劇物受払簿(平成２７年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（神経生物学教室） 研究助成金に関する書類(平成２８年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（神経生物学教室） 毒劇物受払簿(平成２８年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 実験室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（人類進化学教室） 定期試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（人類進化学教室） 科研費申請書・採択分(平成２５年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（人類進化学教室） 科研費申請書・不採択分(平成２８年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（人類進化学教室） 科研費交付内定後の書類(平成２６年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（人類進化学教室） 科研費交付内定後の書類(平成２７年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 連携医学系部門 医生物学分野（人類進化学教室） 科研費交付内定後の書類(平成２８年度) 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当教員 副総括文書管理者が判断
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学業成績評価基準（平成２７年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学業成績評価基準（平成２８年度） 大学院医学研究科長 分野教授 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学年末・中間試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学年末・中間試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学年末・中間試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学年末・中間試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 機能再生医学講座（リハビリテーション医学分野） 学年末・中間試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 大学院医学研究院長 各科目担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 核燃料物質管理記録（平成１９年度） 大学院医学研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-1 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 核燃料物質管理記録（平成２０年度） 大学院医学研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-1 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 核燃料物質管理記録（平成２１年度） 大学院医学研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-1 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 試験研究用アルコール受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-2 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 試験研究用アルコール受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-2 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 試験研究用アルコール受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-3 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 試験研究用アルコール受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-3 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 試験研究用アルコール受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-3 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 毒劇物受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-2 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 毒劇物受払簿（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-2 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 毒劇物受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-3 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 毒劇物受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-3 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 毒劇物受払簿（平成２8年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-3 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２４年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-2 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２5年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-2 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２６年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-2 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２７年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-3 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学専攻 寄附講座（時間医学講座） 麻薬及び向精神薬受払簿（平成２８年度） 大学院医学研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医歯学総合研究棟5階5-104-3 大学院医学研究院長 分野教授 廃棄
医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 試験問題（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 試験問題（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 試験問題（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 試験問題（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄



医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 試験問題（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 医学教育推進センター 医学教育推進センター 各種研究助成金に関する申請書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 各担当教員 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 医歯学総合研究棟中央研究部門使用申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 研究代表者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 医歯学総合研究棟中央研究部門使用申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 研究代表者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 医歯学総合研究棟中央研究部門使用申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 研究代表者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 医歯学総合研究棟中央研究部門使用申請書（平成２7年度） 大学院医学研究科長 研究代表者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 医歯学総合研究棟中央研究部門使用申請書（平成２8年度） 大学院医学研究科長 研究代表者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー利用申請書(平成２４年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー利用申請書(平成２５年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー利用申請書(平成２６年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー利用申請書(平成２7年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー利用申請書(平成２8年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー発行書(平成２４年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー発行書(平成２５年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー発行書(平成２６年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー発行書(平成２７年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 カードキー発行書(平成２8年度) 大学院医学研究科長 研究代表者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 ＤＮＡシーケンサー使用記録（平成２8年度） 大学院医学研究科長 各利用者 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 ＦＡＣＳ使用記録（平成２8年度） 大学院医学研究科長 各利用者 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 中央研究部 中央研究部 分離用超遠心機（日立）使用記録（平成２8年度） 大学院医学研究科長 各利用者 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医学研究院長 担当技官 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 ７階飼育作業日誌（平成２８年度） 大学院医学研究科長 技術職員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 ８階飼育作業日誌（平成２８年度） 大学院医学研究科長 技術職員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 ９階飼育作業日誌（平成２８年度） 大学院医学研究科長 技術職員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 分野別動物飼育経費集計（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用申請書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用申請書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用申請書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用申請書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各研究者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用申請書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各研究者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用カード発行書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用カード発行書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用カード発行書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用カード発行書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験生物部門利用カード発行書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２４年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２５年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２６年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２７年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 飼育動物延べ匹数（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物実験計画書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物実験計画書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物実験計画書（平成２６年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物実験計画書（平成２７年度） 大学院医学研究科長 各研究者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物実験計画書（平成２８年度） 大学院医学研究科長 各研究者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物入退舎票（平成２８年度） 大学院医学研究科長 技術職員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 毎月一日付け飼育実績一覧（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務職員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 実験生物部門主任 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 月別、講座別動物入退舎集計（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 講座別飼育経費集計（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入館カード発行書（平成２４年度） 大学院医学研究科長 各研究者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入館カード発行書（平成２５年度） 大学院医学研究科長 各研究者 2013年度 2014/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物実験施設利用登録申請書(平成２６年度) 大学院医学研究科長 各研究者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物実験施設利用登録申請書(平成２７年度) 大学院医学研究科長 各研究者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物実験施設利用登録申請書(平成２８年度) 大学院医学研究科長 各研究者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２４年度） 大学院医学研究科長 事務員・技術員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２５年度） 大学院医学研究科長 事務員・技術員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２６年度） 大学院医学研究科長 事務員・技術員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２７年度） 大学院医学研究科長 事務員・技術員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 施設利用入退者記録（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務員・技術員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PCに内蔵されているバックアップシステムにて保管） 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 飼育動物延べ匹数（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 実験動物死体回収集計（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物飼育経費集計（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物入退舎一覧（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 動物入退舎票（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学研究院・医学部 附属動物実験施設 附属動物実験施設 毎月一日付け飼育実績一覧（平成２８年度） 大学院医学研究科長 事務員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 管理室 大学院医学研究院長 動物実験施設長 廃棄
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部長会議（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国公私立大学医学部長・医学部附属病院長会議（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国公私立大学医学部長・医学部附属病院長会議（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 全国医学部長病院長会議東北・北海道ブロック会議（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学動物実験施設協議会総会（平成５～１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学動物実験施設協議会総会（平成１７年度～） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立七大学医学部長会議及び医学部事務長会議（平成５～１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東日本国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成９～１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学医学部・医科大学事務協議会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 医学系大学倫理委員会連絡会議資料 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学外会議 北海道医療対策協議会関係 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２３年度）１ 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２３年度）２ 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２３年度）３ 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２３年度）４ 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２４年度）１ 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２４年度）２ 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２４年度）３ 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会議事録（各専門委員会を含む）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会　研究倫理申請結果通知書（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会　研究倫理申請結果通知書（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会　研究倫理申請結果通知書（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会　研究倫理申請結果通知書（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会　研究倫理申請結果通知書（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医の倫理委員会　研究倫理申請結果通知書（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 遺伝子解析審査委員会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 基礎系教員連絡会 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和５１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和５２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和５３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和５４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和５５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和５６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和５７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和５８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和５９年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和６０年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和６１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和６２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（昭和６３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成元年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成９年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１０年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 学部教授会議事録（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医学部教授会，医学科会議，医学部・歯学部合同教授会　議事録（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医学部教授会，医学科会議，医学部・歯学部合同教授会　議事録（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医学部教授会，医学科会議，医学部・歯学部合同教授会　議事録（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医学部教授会，医学科会議，医学部・歯学部合同教授会　議事録（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医学部教授会，医学科会議，医学部・歯学部合同教授会　議事録（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医学部教授会，医学科会議，医学部・歯学部合同教授会　議事録（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和５１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和５２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和５４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和５５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究会委員会議事録（昭和５６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和５７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和５８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和５９年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和６０年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和６１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和６２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和６３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成元年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成９年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成１０年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科委員会議事録（平成１１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報室会議（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報編集委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報編集会議・広報関係（平成２３年度）１ 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報編集会議・広報関係（平成２３年度）２ 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報編集会議・広報関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報編集会議・広報関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報編集会議・広報関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報編集会議・広報関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 広報編集会議・広報関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 国際連携室会議（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 国際連携室会議（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 国際連携室会議（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 国際連携室会議（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 国際連携室会議（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 将来計画委員会（平成１２～１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 将来計画委員会（平成１８～２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 将来計画委員会（平成２２～２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 将来計画委員会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 将来計画委員会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 所内会議 遺伝子病制御研究所将来計画委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 大学院重点化検討委員会 医学系事務部総務課長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 長期計画委員会 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 点検評価委員会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 点検評価委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 点検評価委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 点検評価委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 点検評価委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 点検評価委員会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 点検評価委員会（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医学研究科・医学部評価委員会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医学研究科・医学部評価委員会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属癌研究施設運営委員会（平成７～１１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 附属動物実験施設運営委員会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 医学部保健学科設置準備委員会 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 東北北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 東北北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 東北北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 東北北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 東北北海道地区国立大学附置研究所等事務（部）長会議（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 文部科学省所管研究所事務（部）長会議（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 文部科学省所管研究所事務（部）長会議（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 会議 学外会議 文部科学省所轄並びに国立大学附置研究所長会議総会（平成６～１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 文部科学省所轄並びに国立大学附置研究所長会議第２部会（平成１１～１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議第２部会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（昭和５５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（昭和５６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（昭和５７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（昭和５８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（昭和５９年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（昭和６０年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（昭和６１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（昭和６２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（昭和６３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成９年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成１０年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 免疫科学研究所教授会（平成１１年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所教授会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所疾患モデル動物実験施設運営委員会（平成１２～１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所疾患モデル動物実験施設運営委員会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所疾患モデル動物実験施設運営委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所疾患モデル動物実験施設運営委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所疾患モデル動物実験施設運営委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所動物実験委員会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所動物実験委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所動物実験委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所動物実験委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所動物実験委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設運営委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設運営委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設運営委員会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設運営委員会（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設運営委員会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設運営委員会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設運営委員会（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設運営委員会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設運営委員会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 学外会議 遺伝子病制御研究所ウイルスベクター開発センター運営委員会（平成１２～２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所附属感染癌研究センター運営委員会 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 放射線障害予防安全委員会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 放射線障害予防安全委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 放射線障害予防安全委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 放射線障害予防安全委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 放射線障害予防安全委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成１２～１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成１６～１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所倫理審査委員会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会議 所内会議 遺伝子病制御研究所点検評価委員会 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 委員会 各種委員会 各種委員会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 委員会 各種委員会 各種委員会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 委員会 各種委員会 各種委員会（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 委員会 各種委員会 各種委員会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 委員会 各種委員会 各種委員会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 設置・改組等 組織整備 組織整備関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 設置・改組等 遺伝子病制御研究所 遺伝子病研究所（仮称）設置構想検討ワーキンググループ 医学系事務部総務課長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 設置・改組等 遺伝子病制御研究所 遺伝子病研究所（仮称）設置構想検討委員会 医学系事務部総務課長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 設置・改組等 遺伝子病制御研究所 遺伝子病制御研究所設置準備委員会 医学系事務部総務課長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 諸規程 内規等の制定・改廃(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 諸規程 内規等の制定・改廃(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 諸規程 内規等の制定・改廃(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係資料 本研究科の資料 例規集の作成関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係資料 本研究科の資料 例規集の作成関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 文部科学省その他中央省庁等からの通知等(平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 文部科学省その他中央省庁等からの通知等(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 文部科学省その他中央省庁等からの通知等(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 文部科学省その他中央省庁等からの通知等②(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 文部科学省その他中央省庁等からの通知等(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 文部科学省その他中央省庁等からの通知等(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 文部科学省その他中央省庁等からの通知等(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（雑件）(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（雑件）(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（雑件）(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（雑件）(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（雑件）(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（遺伝子病制御研究所関係）(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（遺伝子病制御研究所関係）(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（遺伝子病制御研究所関係）(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（遺伝子病制御研究所関係）(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 他の類型に該当しない学内外の各種文書（遺伝子病制御研究所関係）(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 大学情報データベース 大学情報データベース関係(平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 大学情報データベース 大学情報データベース関係(平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 大学情報データベース 大学情報データベース関係(平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 大学情報データベース 大学情報データベース関係(平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 大学情報データベース 大学情報データベース関係(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 大学情報データベース 研究者総覧システム関係(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 大学情報データベース 研究者総覧システム関係(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 大学情報データベース 研究者総覧システム関係(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 大学情報データベース 研究者総覧システム関係(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 学術研究助成 ＨＩＲＯＫＯの国際学術交流基金（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 学術研究助成 ＨＩＲＯＫＯの国際学術交流基金（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 学術研究助成 ＨＩＲＯＫＯの国際学術交流基金（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 学術研究助成 ＨＩＲＯＫＯの国際学術交流基金（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 学術研究助成 ＨＩＲＯＫＯの国際学術交流基金（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 高校生メディカル講座関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 高校生メディカル講座関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 高校生メディカル講座関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 高校生メディカル講座関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 高校生メディカル講座関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 北海道大学ホームカミングデー2012関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 北海道大学ホームカミングデー2013関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 北海道大学ホームカミングデー2014関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 北海道大学ホームカミングデー2015関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 北海道大学ホームカミングデー2016関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 国立大学のミッションの再定義関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 照会・通知 医師，歯科医師，薬剤師の届出（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 医師，歯科医師，薬剤師の届出（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 照会・通知 医師，歯科医師，薬剤師の届出（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄



医学系事務部 管理運営 広報 本学が発行する広報誌等の作成に関するもの(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 北大時報(平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 広報 北大時報(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 広報 北大時報(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 広報 北大時報(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 広報 北大時報(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 広報 北大時報(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 広報 職員録作成関係(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 広報 職員録作成関係(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 職員録作成関係(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 職員録作成関係(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 職員録作成関係(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 取材・プレスリリース関係(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 取材・プレスリリース関係(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 取材・プレスリリース関係(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 取材・プレスリリース関係(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 広報 取材・プレスリリース関係(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 監査 監事監査関係(平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 点検評価関係 大学評価 大学機関別認証評価関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 点検評価関係 大学評価 創成研究機構評価関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 点検評価関係 大学評価 医学教育分野別評価 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 点検評価関係 大学評価 中期目標期間の評価関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 点検評価関係 大学評価 中期目標期間の評価関係（第２期分） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 点検評価関係 大学評価 中期目標，中期計画，年度計画の作成に関するもの（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 点検評価関係 大学評価 中期目標，中期計画，年度計画の作成に関するもの（第３期） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 その他解剖 解剖に関する調査・照会文書・報告書等（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 解剖関係 その他解剖 解剖に関する調査・照会文書・報告書等（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 解剖関係 その他解剖 解剖に関する調査・照会文書・報告書等（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 解剖関係 その他解剖 解剖に関する調査・照会文書・報告書等（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 解剖関係 その他解剖 解剖に関する調査・照会文書・報告書等（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 解剖関係 系統解剖 火葬・埋葬許可書 医学系事務部総務課長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 系統解剖 解剖に関する遺族の承諾書 医学系事務部総務課長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 系統解剖 系統解剖台帳 医学系事務部総務課長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 系統解剖 死亡診断書（写） 医学系事務部総務課長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 遺体解剖（保存）承諾書（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 遺体解剖（保存）承諾書（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 遺体解剖（保存）承諾書（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 遺体解剖（保存）承諾書（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 遺体解剖（保存）承諾書（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 解剖経験証明書（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 死亡診断書（写）（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 死亡診断書（写）（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 死亡診断書（写）（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 死亡診断書（写）（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 死亡診断書（写）（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 病理解剖台帳（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 病理解剖台帳（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 病理解剖台帳（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 病理解剖台帳（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 病理解剖台帳（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 解剖関係 病理解剖 病理解剖台帳（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 アイヌ納骨堂慰霊式関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ・北海道大学アイヌ納骨堂慰霊式（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ・北海道大学アイヌ納骨堂慰霊式（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ・北海道大学アイヌ納骨堂慰霊式（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 イチャルパ・北海道大学アイヌ納骨堂慰霊式（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科・歯学研究科合同慰霊式（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学部・歯学部合同慰霊式（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学部・歯学部合同慰霊式（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学部・歯学部合同慰霊式（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学部・歯学部合同慰霊式（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 北海道大学納骨堂慰霊式（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 退職記念式典（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 退職記念式典（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 退職記念式典（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 退職記念式典（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 終講義・退職記念式典（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 終講義・退職記念式典（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科動物慰霊式関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科動物慰霊式関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科動物慰霊式関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科動物慰霊式関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科動物慰霊式関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学研究科動物慰霊式関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事・式典（庶務関係） 行事 医学部創立100周年関係（平成27年度～） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事 慰霊式 遺伝子病制御研究所附属動物実験施設慰霊式 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 行事 慰霊式 免疫科学研究所附属免疫動物実験施設慰霊式 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 情報公開 法人文書開示請求（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 情報公開 法人文書開示請求（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 情報公開 法人文書開示請求（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 情報公開 法人文書開示請求（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 法人文書管理 法人文書管理に関するもの（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 法人文書管理 法人文書管理に関するもの（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 法人文書管理 法人文書管理に関するもの（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 法人文書管理 法人文書管理に関するもの（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 法人文書管理 法人文書管理に関するもの（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 法人文書管理 法人文書管理に関するもの（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 法人文書管理 大学文書館関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 法人文書管理 医学研究科・医学部所蔵文書及び音声・写真資料の移管について 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 広報・情報公開 個人情報管理 個人情報管理に関するもの 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 個人情報管理 個人情報管理に関するもの 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 広報・情報公開 個人情報管理 個人情報管理に関するもの 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 学術情報 研究者総覧（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 受賞関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 受賞関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 受賞関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 受賞関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 受賞 受賞関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 学術研究助成 受賞 各賞（優秀研究賞等）関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各賞（優秀研究賞等）関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各賞（優秀研究賞等）関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各賞（優秀研究賞等）関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 受賞 各賞（優秀研究賞等）関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 国際交流 国際交流関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 国際交流 国際交流関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 国際交流 国際交流関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 国際交流 国際交流関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 国際交流 国際交流関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 交流協定関係 大学間交流協定 オーフス大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 大学間交流協定 オハイオ州立大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 大学間交流協定 ジュネーヴ大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 大学間交流協定 デリー大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 大学間交流協定 ナイジェリア大学・エボニ州立大学/マヒドーン大学/デラサル大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 大学間交流協定 バルセロナ大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 大学間交流協定 ペラデニヤ大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 大学間交流協定 マイソール大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 部局間交流協定 イズミール大学（医学部）との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 部局間交流協定 北海道大学大学院医学研究科・医学部とオタワ大学との学術交流に関する協定書 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 研究科長室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 部局間交流協定 北海道大学医学部と協和医科大学との学術交流に関する協定書 医学系事務部総務課長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 研究科長室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 部局間交流協定 シンガポール国立大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 部局間交流協定 台北医学大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 部局間交流協定 中国哈爾濱医科大学との覚書 医学系事務部総務課長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 研究科長室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 部局間交流協定 香港大学李嘉誠醫学院との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 部局間交流協定 プラハ・カレル大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 親書 マサチューセッツ大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 交流協定関係 親書 ロヨラ大学との交流協定関係 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 国際交流関係 照会・通知 中国哈爾浜医科大学関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 国際交流関係 照会・通知 中国哈爾浜医科大学関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 国際交流関係 照会・通知 中国哈爾浜医科大学関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 国際交流関係 照会・通知 中国哈爾浜医科大学関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 国際交流関係 照会・通知 中国哈爾浜医科大学関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 外国人研究者受入事業 外国人研究員 医学研究科訪問外国人研究者関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 外国人研究者受入事業 外国人研究員 医学研究科訪問外国人研究者関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 外国人研究者受入事業 外国人研究員 医学研究科訪問外国人研究者関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 外国人研究者受入事業 外国人研究員 医学研究科訪問外国人研究者関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 外国人研究者受入事業 外国人研究員 医学研究科訪問外国人研究者関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設申請関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設申請関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設申請関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設申請関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設 外国人研究者等宿泊施設申請関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学生等 研究員・ビジティングフェロー等 遺伝子病制御研究所　客員研究員，ビジティングフェロー，ビジティングスチューデント，外国人研究員（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学生等 研究員・ビジティングフェロー等 遺伝子病制御研究所　客員研究員，ビジティングフェロー，ビジティングスチューデント，外国人研究員（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学生等 研究員・ビジティングフェロー等 遺伝子病制御研究所　客員研究員，ビジティングフェロー，ビジティングスチューデント，外国人研究員（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学生等 研究員・ビジティングフェロー等 遺伝子病制御研究所　客員研究員，ビジティングフェロー，ビジティングスチューデント，外国人研究員（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 学生等 研究員・ビジティングフェロー等 遺伝子病制御研究所　客員研究員，ビジティングフェロー，ビジティングスチューデント，外国人研究員（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係資料 本研究科の資料 外部評価報告書 医学系事務部総務課長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係資料 本研究科の資料 北海道大学大学院医学研究科・医学部医学科　自己点検評価報告書 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係資料 本研究科の資料 北海道大学大学院医学研究科・医学部医学科　外部評価報告書 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係資料 本研究科の資料 研究活動一覧 医学系事務部総務課長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係資料 本研究科の資料 北海道大学医学研究科・医学部概要 医学系事務部総務課長 庶務係 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係資料 本研究科の資料 北海道大学医学部例規集 医学系事務部総務課長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所概要（2008） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所概要（2010） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所概要（2012-2013） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所概要（2014-2015） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所概要（2015-2016） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所概要（2016-2017） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成17年4月～平成18年3月） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成18年4月～平成19年3月） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成19年4月～平成20年3月） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成20年4月～平成21年3月） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成21年4月～平成22年3月） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成22年4月～平成23年3月） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成23年4月～平成24年3月） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成24年4月～平成25年3月） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成25年4月～平成26年3月） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成26年4月～平成27年3月） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所年報（平成27年4月～平成28年3月） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 免疫科学研究所概要 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 資料 研究所の資料 免疫科学研究所年報 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 資料 研究所の資料 遺伝子病制御研究所外部評価報告書 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係調査 調査 各種出版物関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係調査 調査 各種出版物関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係調査 調査 各種出版物関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係調査 調査 各種出版物関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係調査 調査 各種出版物関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係調査 調査 調査・回答（事務局、他大学及び他機関等からの照会・調査）（調査・回答）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係調査 調査 調査・回答（事務局、他大学及び他機関等からの照会・調査）（調査・回答）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係調査 調査 調査・回答（事務局、他大学及び他機関等からの照会・調査）（調査・回答）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係調査 調査 調査・回答（事務局、他大学及び他機関等からの照会・調査）（調査・回答）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係調査 調査 調査・回答（事務局、他大学及び他機関等からの照会・調査）（調査・回答）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 調査 調査 学校基本調査（平成２４年度～） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 学術研究を目的とする戸籍謄本等の交付承認申請 医学系事務部総務課長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 文書処理 その他文書（郵便関係） 特殊郵便物受渡簿（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 その他文書（郵便関係） 特殊郵便物受渡簿（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 その他文書（郵便関係） 特殊郵便物受渡簿（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 その他文書（郵便関係） 特殊郵便物受渡簿（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 その他文書（郵便関係） 特殊郵便物受渡簿（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便料金集計表（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便料金集計表（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便料金集計表（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便料金集計表（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便料金集計表（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成８年） 医学系事務部総務課長 庶務係 1996年度 1997/1/1 30年 2027/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成９年） 医学系事務部総務課長 庶務係 1997年度 1998/1/1 30年 2028/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１０年） 医学系事務部総務課長 庶務係 1998年度 1999/1/1 30年 2029/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１１年） 医学系事務部総務課長 庶務係 1999年度 2000/1/1 30年 2030/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１２年） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/1/1 30年 2031/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１３年） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/1/1 30年 2032/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１４年） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/1/1 30年 2033/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１５年） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/1/1 30年 2034/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１６年） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/1/1 30年 2035/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１７年） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/1/1 30年 2036/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１８年） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/1/1 30年 2037/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成１９年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/1/1 30年 2038/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大医）（平成２０年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/1/1 30年 2039/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成４年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1992年度 1993/1/1 30年 2023/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成５年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1993年度 1994/1/1 30年 2024/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成６年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1994年度 1995/1/1 30年 2025/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成７年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1995年度 1996/1/1 30年 2026/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成８年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1996年度 1997/1/1 30年 2027/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成９年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1997年度 1998/1/1 30年 2028/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１０年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1998年度 1999/1/1 30年 2029/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１１年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1999年度 2000/1/1 30年 2030/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１２年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2000年度 2001/1/1 30年 2031/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１３年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2001年度 2002/1/1 30年 2032/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１４年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2002年度 2003/1/1 30年 2033/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１５年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2003年度 2004/1/1 30年 2034/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１６年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2004年度 2005/1/1 30年 2035/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１７年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2005年度 2006/1/1 30年 2036/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１８年） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2006年度 2007/1/1 30年 2037/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成１９年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/1/1 30年 2038/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成２０年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/1/1 30年 2039/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成２１年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/1/1 30年 2040/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 公文書受付簿（平成２２年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/1/1 30年 2041/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（医学部）（平成２３年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄



医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（遺伝子病制御研究所）（平成２３年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（アイソトープ総合センター）（平成２３年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（脳科学研究教育センター）（平成２３年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（環境健康科学研究教育センター）（平成２３年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（探索医療教育研究センター）（平成２３年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（医学部）（平成２４年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（遺伝子病制御研究所）（平成２４年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（アイソトープ総合センター）（平成２４年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（脳科学研究教育センター）（平成２４年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（環境健康科学研究教育センター）（平成２４年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（探索医療教育研究センター）（平成２４年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（医学部）（平成２５年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（遺伝子病制御研究所）（平成２５年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（アイソトープ総合センター）（平成２５年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（脳科学研究教育センター）（平成２５年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（環境健康科学研究教育センター）（平成２５年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（探索医療教育研究センター）（平成２５年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（医学研究科・医学部）（平成２６年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（遺伝子病制御研究所）（平成２６年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（アイソトープ総合センター）（平成２６年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（脳科学研究教育センター）（平成２６年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（環境健康科学研究教育センター）（平成２６年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（探索医療教育研究センター）（平成２６年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（医学研究科・医学部）（平成２７年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（遺伝子病制御研究所）（平成２７年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（アイソトープ総合センター）（平成２７年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（脳科学研究教育センター）（平成２７年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（環境健康科学研究教育センター）（平成２７年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（医学研究科・医学部）（平成２８年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/1/1 30年 2047/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（遺伝子病制御研究所）（平成２８年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/1/1 30年 2047/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（アイソトープ総合センター）（平成２８年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/1/1 30年 2047/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（脳科学研究教育センター）（平成２８年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/1/1 30年 2047/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 文書収受 文書収受簿（環境健康科学研究教育センター）（平成２８年） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/1/1 30年 2047/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 人事関係文書 身分証明書に関するもの 北海道大学ＩＣカードに関するもの(平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 人事関係文書 身分証明書に関するもの 北海道大学ＩＣカードに関するもの(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 人事関係文書 身分証明書に関するもの 北海道大学ＩＣカードに関するもの(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 人事関係文書 身分証明書に関するもの 北海道大学ＩＣカードに関するもの(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 人事関係文書 身分証明書に関するもの 北海道大学ＩＣカードに関するもの(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 人事関係文書 身分証明書に関するもの 北海道大学ＩＣカードに関するもの(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 会議室等使用 会議室等使用申込書（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 会議室等使用 会議室等使用申込書（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 会議室等使用 会議室等使用申込書（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 会議室等使用 会議室等使用申込書（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 管理運営 会議室等使用 会議室等使用申込書（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 非常勤講師 非常勤講師授業実施報告書（写）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 非常勤講師 非常勤講師授業実施報告書（写）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 非常勤講師 非常勤講師授業実施報告書（写）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 非常勤講師 非常勤講師授業実施報告書（写）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 非常勤講師 非常勤講師授業実施報告書（写）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄



医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 諸手当 給与関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 給与 普通昇給 給与関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 俸給の切替 年俸制移行関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 俸給の切替 年俸制移行関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 俸給の切替 年俸制移行関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 年俸制教員業績評価関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 年俸制教員業績評価関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成３年度～７年度） 医学系事務部総務課長 人事係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰 表彰関係（平成８年度～１２年度） 医学系事務部総務課長 人事係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(２類) 叙勲関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 生存者叙勲(１類) 叙勲関係（平成３年度～１２年度） 医学系事務部総務課長 人事係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（昭和４６年度～昭和６３年度） 医学系事務部総務課長 人事係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成７年度～１２年度） 医学系事務部総務課長 人事係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦（平成元年度～６年度） 医学系事務部総務課長 人事係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 出張等 出張命令簿（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 出張等 出張命令簿（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 出張等 出張命令簿（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康管理者及び安全管理者等の指名及び指名解除（平成８年～） 医学系事務部総務課長 人事係 1996年度 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2006年度 2007/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 人事係 2006年度 2007/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 台帳 退職者名簿 医学系事務部総務課長 人事係 1947年度 1948/1/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師採用・辞職（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師採用・辞職（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師採用・辞職（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師採用・辞職（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師採用・辞職（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄



医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２４年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２５年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２４年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２５年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２４年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２５年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２４年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２５年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２４年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２５年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２４年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２５年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成２４年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成２５年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 研修 研修関係（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 研修 研修関係（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 研修 研修関係（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 兼業 兼業関係（単発・利害）（平成２４年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 兼業 兼業関係（単発・利害）（平成２５年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 兼業 兼業関係（単発・利害）（平成２６年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 兼業 兼業関係（単発・利害）（平成２７年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 兼業 兼業関係（単発・利害）（平成２８年） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 綱紀 関係通知（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 綱紀 関係通知（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 服務 綱紀 関係通知（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 福利・厚生 職員厚生事業 レクリェーション関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 福利・厚生 職員厚生事業 レクリェーション関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 福利・厚生 職員厚生事業 レクリェーション関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 福利・厚生 身分証明書関係 証明書発行関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
医学系事務部 課外活動 課外活動 医学部学生団体届・遠征・合宿届（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 課外活動 課外活動 医学部公認団体（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 課外活動 課外活動 医学部公認団体（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 課外活動 課外活動 医学部公認団体（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 課外活動 課外活動 医学部公認団体（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（昭和４１年度～平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成１４年度～平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成１９年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成２０年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成２２年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成２３年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成２４年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 課外活動 課外活動 学友会関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の健康管理 健康診断 健康管理（平成２３～２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学生の健康管理 健康診断 健康管理（平成２７年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成９年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２４～２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成２７年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生の異動関係（平成１０年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1998年度 1999/4/1 22年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生の異動関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成１１年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1999年度 2000/4/1 20年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 休学（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成７年度～平成１０年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成７年度～平成１０年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成１１年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成２３年度～平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 除籍・処分関係（平成２６～２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成１１年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1999年度 2000/4/1 20年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 20年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 20年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 20年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 退学（平成２４～２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生名簿 学部卒業生名簿（大正１４年度～） 医学系事務部総務課長 教務係 1925年度 1926/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学籍簿(学部) 学生身上調査表(平成元年度～平成６年度) 医学系事務部総務課長 教務係 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学籍簿(学部) 学籍カード(平成７年度～) 医学系事務部総務課長 教務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学籍簿(学部) 学籍簿（大正１４年度～昭和６３年度) 医学系事務部総務課長 教務係 1925年度 1926/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成７年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学とともに歩む」（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成７年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「医学を支える豊かな教養」（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「基礎特別演習ガイドブック」（平成７年度～平成１２年度) 医学系事務部総務課長 教務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「基礎特別演習ガイドブック」（平成１３年度) 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「基礎特別演習ガイドブック」（平成１４年度) 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「基礎特別演習ガイドブック」（平成１５年度) 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「基礎特別演習ガイドブック」（平成１６年度) 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（診断学実習・臨床実習編）（平成元年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（診断学実習・臨床実習編）（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（診断学実習・臨床実習編）（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（診断学実習・臨床実習編）（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（臨床実習編）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（全科臨床実習編）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（全科臨床実習編）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（全科臨床実習編）（平成２８・２９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（長期選択実習）（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（選択実習編）（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（選択実習編）（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（選択実習編）（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（選択実習編）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（選択実習編）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（選択実習編）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（選択実習編）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（選択実習編）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 シラバス「授業要項（選択実習編）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成７年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学生便覧「医学とともにある学生生活」（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 学部学生便覧（昭和４２年度～平成６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 北海道大学医学部学部案内「School of Medicine」（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 北海道大学医学部学部案内「School of Medicine」（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 北海道大学医学部学部案内「School of Medicine」（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 北海道大学医学部学部案内「School of Medicine」（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 北海道大学医学部学部案内「School of Medicine」（平成１９年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 教育実施 専門教育 学部授業関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 授業関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 授業関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 授業関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 授業関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 香港大学学生交流関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 香港大学学生交流関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 香港大学学生交流関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 香港大学学生交流関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 香港大学学生交流関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 香港大学学生交流関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 香港大学学生交流関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 香港大学学生交流関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 台北医科大学学生交流関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 台北医科大学学生交流関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 台北医科大学学生交流関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 マヒドーン大学交流関係（平成２７年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 シンガポール国立大学交流関係（平成２７年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 アイスランド大学交流関係（平成２７年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 大学間交流協定校交流関係（平成２７～２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 授業時間割（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 早期臨床演習（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 早期臨床演習（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 基礎医学実習・医学研究演習関係（平成２６年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 定期試験関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｂ型肝炎及び小児感染症ワクチン関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 診断学実習・臨床実習・共用試験（OSCE・CBT）関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 共用試験関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 共用試験関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 共用試験関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 共用試験関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 6年選択実習・5年臨床実習・4年診断学実習・抗体検査・診療科担当者会議（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 6年選択実習・5年臨床実習・4年診断学実習・抗体検査・診療科担当者会議（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 6年選択実習・5年臨床実習・4年診断学実習・抗体検査（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 6年選択実習・5年臨床実習・4年診断学実習・抗体検査（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 診断学実習および臨床実習担当者会議・診断学実習及び共用試験OSCE専門委員会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 診断学実習および臨床実習担当者会議・診断学実習及び共用試験OSCE専門委員会（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 全学教育 既修得単位の認定（平成２３年度～) 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 9年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育授業関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育授業関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育授業関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育授業関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育授業関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医師国家試験関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 教務関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 教務関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 教務関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 教務関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 教務雑件（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 教務関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄



医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 雑件（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 雑件（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 雑件（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 雑件（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 講義室使用願・使用状況表（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 証明書 証明書関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 証明書 実習・見学依頼書　推薦書（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 2年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部・大学院教務委員会議事要旨（平成１０年度～平成１１年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部・大学院教務委員会議事要旨（平成３年度～平成６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部・大学院教務委員会議事要旨（平成７年度～平成９年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部・大学院教務委員会議事要旨（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部・大学院教務委員会議事要旨（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部・大学院教務委員会議事要旨（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部・大学院教務委員会議事要旨（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部・大学院教務委員会議事要旨（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 学部教務委員会議事要旨（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成１５年度～平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 各種委員会（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 入試委員会関係(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係調査 調査 調査・統計関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 調査・統計関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 調査・統計関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 調査・統計関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 調査・統計関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 学校基本調査（平成２０～２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 学校基本調査（平成２５年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・新入生合宿研修・医学展・懇話会）（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・新入生合宿研修・医学展・懇話会）（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・新入生合宿研修・医学展・懇話会）（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・新入生合宿研修・医学展・懇話会）（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・新入生合宿研修・医学展・懇話会）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・新入生合宿研修・医学展・懇話会）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・新入生合宿研修・医学展・懇話会）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・新入生合宿研修・医学展・懇話会）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・新入生合宿研修・医学展・懇話会）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 行事関係（卒業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・各種ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・医学展・懇話会）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 成績管理 成績管理 学部成績台帳（昭和２８年度～昭和４７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 成績管理 成績管理 学部成績台帳（昭和４８年度～昭和６１年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 成績管理 成績管理 学部成績台帳（昭和６２年度～平成８年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 成績管理 成績管理 学部成績台帳（大正１１年度～昭和２７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1922年度 1923/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 成績管理 成績管理 旧教養部成績表（昭和３３年度～平成６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1958年度 1959/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１４年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１５年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１６年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１７年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１８年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１９年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２０年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２１年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２２年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２３年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２４年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２５年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２６年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２７年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２８年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２９年度学士編入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１８年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１９年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２０年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２１年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２２年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２３年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２４年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２５年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２６年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２７年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２８年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２９年度学士編入学入学願書 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１４年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１５年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１６年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１７年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１８年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成１９年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２０年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２１年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２２年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２３年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２４年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２５年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２６年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２７年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２８年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学士編入学試験関係 平成２９年度学士編入学募集要項 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ・体験入学・学部訪問・実施委員会関係(平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ・体験入学・学部訪問・実施委員会関係(平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ・学部訪問・入試広報・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ実施部会関係(平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ・学部訪問・入試広報・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ実施部会関係(平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ・学部訪問・入試広報・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ実施部会関係(平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ・学部訪問・入試広報・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ実施部会関係(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ・学部訪問・入試広報・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ実施部会関係(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ・学部訪問・入試広報・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ実施部会関係(平成２６年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ・学部訪問・入試広報・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ実施部会関係(平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ・学部訪問・入試広報・ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ実施部会関係(平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２０年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２１年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２２年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２３年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２４年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２５年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２６年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２７年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２８年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 学部第２次入学試験等 平成２９年度学部入学試験関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成１８年度帰国子女特別選抜関係 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成１９年度帰国子女特別選抜関係 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２０年度帰国子女特別選抜関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２１年度帰国子女特別選抜関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２２年度帰国子女特別選抜関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２３年度帰国子女入試・AO入試関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２４年度帰国子女入試・AO入試関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２５年度帰国子女入試・AO入試関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２６年度帰国子女入試・AO入試関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２７年度帰国子女入試・AO入試関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２８年度帰国子女入試・AO入試関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 入学試験 帰国子女特別選抜 平成２９年度帰国子女入試・AO入試関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成１８年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成１９年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２０年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２１年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２２年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２３年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２４年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２５年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２６年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２７年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２８年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 私費外国人留学生入学試験 平成２９年度私費外国人留学生入学試験 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成５年度～平成１０年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成１１年度～平成１２年度） 医学系事務部総務課長 教務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 教務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成２６年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 法令（教務関係） 本学部の規程等 規程関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 保険 学生保険 医学生総合保険加入者名簿（平成１２年度～） 医学系事務部総務課長 教務係 2000年度 2001/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 保険 学生保険 医学生総合保険加入者名簿（平成１９年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2007年度 2008/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成１２年度～） 医学系事務部総務課長 教務係 2000年度 2001/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係（平成１２年度～） 医学系事務部総務課長 教務係 2000年度 2001/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 保険 学生保険 学生保険関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2010年度 2011/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 保険 学生保険 学生保険関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 保険 学生保険 学生保険関係（平成２４年度～） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 クラスチューター（平成２３年度～平成２７年度） 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2011年度 2012/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 東日本大震災関係 医学系事務部総務課長 医学科教務担当 2012年度 2013/4/1 当該年度学生卒業まで 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医学科教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 論文博士学位関係（申請・付託・報告・学位記授与）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（博士）学位記関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 Ｈ２０，２１，２２修士論文関係 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位関係（内規等）綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1960年度 1972/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 学位論文関係綴　昭和五十五年四月以降 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1980年度 1987/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 語学試験平成四年度～ 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1993年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 昭和五十六年三月授与　学位論文（課程博士）関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 昭和六十年十一月実施～昭和六十二年十一月実施　語学試験関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1985年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 昭和六十三年十二月授与　学位論文（論文博士）関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 昭和六十三年二月実施～平成元年二月実施　語学試験関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1988年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 平成１０年度～　語学試験 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1998年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位 記関係（修了進達・学位記授与）（平成２５年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成１９年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成１９年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２０年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２０年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２１年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２１年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２１年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２２年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２２年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２２年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２３年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２３年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２３年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２４年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄



医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２４年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２４年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２４年度）　④ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２５年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２５年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２６年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２６年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２７年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２７年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２８年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２８年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２８年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２８年度）　④ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 課程博士学位関係（修了進達・学位記授与）（平成２８年度）　⑤ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位授与者台帳（課程博士）（昭和３４年度～） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 学位授与者台帳（旧制）（昭和１８年度～昭和３１年７月） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1943年度 1944/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 学位授与者台帳（旧制）（昭和３１年８月～昭和３４年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1956年度 1957/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 学位授与者台帳（旧制）（大正１２年度～昭和１７年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1923年度 1924/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 学位授与者台帳（論文博士）（昭和３５年度～平成６年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1960年度 1961/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 学位授与者台帳（論文博士）（平成７年度～） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 学位審査「中間審査」関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査「中間審査」関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査「中間審査」関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査「中間審査」関係（平成２４年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査「中間審査」関係（平成２４年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査「中間審査」関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査「中間審査」関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査「中間審査」関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査「中間審査」関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査トライアル実施関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査トライアル実施関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位審査トライアル実施関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位申請に関する語学試験合格者索引簿（昭和３５年度～） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1960年度 1961/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２２年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２２年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 学位論文公開発表・ 終審査教授会資料（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 修士論文関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 修士論文関係（平成２３～２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 修士論文関係（平成２７～　　年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（修士・博士）成績・学位記関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（修士・博士）成績・学位記関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（修士・博士）成績・学位記関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（修士・博士）成績・学位記関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（修士・博士）成績・学位記関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（修士・博士）成績・学位記関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（修士・博士）成績・学位記関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（修士・博士）成績・学位記関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（修士・博士）成績・学位記関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学位 学位 大学院修了者（博士）成績・学位記関係（６・９・１２月修了）（平成２０～２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 H13.4～　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 H14～　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 H15　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 H16　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭三十四以降研究生入・退学台帳 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生異動関係綴（三〇年四月以降）　１ 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1955年度 1964/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生異動台帳　昭和三十五年四月一日～昭和四十三年三月三十一日 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1960年度 1968/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生願書及び関係綴　（昭和四十八年四月） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生退学綴　（２） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1955年度 1957/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生退学綴　（４） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生退学綴　（５） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生退学綴　（６） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生退学綴　昭和三十年以降　（１） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1955年度 1957/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭四一　研究生入学願書綴　（８）　（基礎） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭四一　研究生入学願書綴　（９）　（臨床） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和三十年度以降　研究生退学綴　（３） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1955年度 1958/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十一年度後期　研究生願書及び関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十二年度後期研究生願書及び関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十二年度前期研究生願書及び関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十三年四月～昭和四十九年三月　研究生異動台帳 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1968年度 1949/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十三年度後期研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1968年度 1969/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十三年度前期研究生願書及び関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1968年度 1969/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十四年度後期研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十四年度前期研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十五年度後期研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十五年度前期研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十六年度後期研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十六年度前期研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十七年度後期研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1972年度 1973/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十七年度前期研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1972年度 1973/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十八年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十九年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1974年度 1975/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十九年度（前期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1974年度 1975/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和四十九年度～昭和六十一年度　聴講生・特別聴講学生・特別研究学生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1974年度 1987/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十六年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十年度（前期）研究生関係綴　（１） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十年度（前期）研究生関係綴　（２） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十一年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1976年度 1977/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十一年度（前期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1976年度 1977/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十二年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十二年度（前期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十三年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十三年度（前期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十四年度　研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十四年度（前期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1979年度 1980/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十五年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十五年度（前期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十六年度（前期）研究生関係綴　（１） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十六年度（前期）研究生関係綴　（２） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十七年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十七年度（前期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十七年度～昭和五十九年度　聴講生・特別聴講学生・特別研究学生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1982年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十八年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十八年度（前期）研究生関係綴　（１） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十八年度（前期）研究生関係綴　（２） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十九年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十九年度（前期）研究生関係綴　（１） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和五十九年度（前期）研究生関係綴　（２） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和六十年度（前期）研究生関係綴　（１） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和六十年度（前期）研究生関係綴　（２） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和六十年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和六十一年度（前期）研究生関係綴　（１） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和六十一年度（前期）研究生関係綴　（２） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和六十一年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和六十二年度（前期）研究生関係綴　No.1 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和六十二年度（前期）研究生関係綴　No.2 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和六十二年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和63年度（後期）研究生関係綴  No.1 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和63年度（後期）研究生関係綴  No.2 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和63年度（前期）研究生関係綴　No.1 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭和63年度（前期）研究生関係綴　No.2 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成元年度（十月許可）研究生関係綴 NO2 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成元年度（四月許可）研究生関係綴　NO1 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成元年度（四月許可）研究生関係綴　NO2 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成元年度（後期）研究生関係綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成二年（四月許可）研究生関係綴　（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成二年（四月許可）研究生関係綴　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成二年（十月許可）研究生関係綴　（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成二年（十月許可）研究生関係綴　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成三年（四月許可）研究生関係綴　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成三年（十月許可）研究生関係綴　（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成三年（十月許可）研究生関係綴　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成4年度（4月）研究生関係　（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成4年度（4月）研究生関係　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成四年度十月研究生関係　（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成四年度十月研究生関係　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成五年度四月研究生関係　（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成五年度四月研究生関係　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成五年度十月研究生関係　（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成五年度十月研究生関係　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成6年度10月研究生関係　（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成6年度10月研究生関係　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成6年度4月研究生関係　（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成6年度4月研究生関係　（入学） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成7年10月～　研究生関係　（新規）（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成7年4月　研究生　（新規）（継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成8年度10月　研究生関係　（新・継） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成8年度4月　研究生関係　（新・継） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成9年度10月　研究生関係　（新・継） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成9年度4月　研究生関係　（新・継） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成10年度10月　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成10年度4月　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成11年度10月　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成11年度4月　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成12年度10月　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 平成12年度4月　研究生関係　（新規・継続） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生関係（新規・継続）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生関係（新規・継続）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生関係（新規・継続）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生関係（新規・継続）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生関係（平成１７～１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 研究生関係（平成２０～２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学生等 研究生・ビジッティングフェロー等 昭三五、三退～昭四一、三退　研究生関係綴　（７） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1959年度 1966/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生の異動 長期履修関係（平成１５年度～） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2004/4/1 10年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 転科・転専攻・転分野・指導教員変更関係（平成２３～　　年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生の異動 転科・転専攻・転分野・指導教員変更関係（平成９～２２年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 学籍等 学生名簿 Ｈ１１～１２　留学生カード 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1999年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 Ｈ１３～２１　留学生カード 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2001年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 MD-PhDコース学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 研究生名簿五十音　平成３年度～ 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2001年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 修士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2002年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 修士課程学籍簿（平成二十四年度～　　） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 昭和五十六年度～昭和五十八年度　研究生名簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1981年度 1984/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 昭和五十九年度～昭和六十一年度　研究生名簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1984年度 1987/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 昭和五十二年度～昭和五十五年度　研究生名簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1977年度 1981/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 昭和四十八年度～昭和五十一年度　研究生名簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1973年度 1977/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成１０年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成１１年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成１２年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成２年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成３年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成４年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成５年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成６年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成７年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成８年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成９年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成元年　大学院学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成十九年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成十五年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成十三年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成十七年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成十八年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成十四年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成十六年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成二十二年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成二十三年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成二十四年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成二十五年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成二十一年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成二十年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成二十六年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 平成二十七年度入学　博士課程学籍簿 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 研究生名簿（昭和６２年度～平成２年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 在籍者名簿（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 在籍者名簿（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 大学院学位索引簿（旧制）（大正１２年度～昭和３３年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1923年度 1924/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 大学院学位索引簿（新制）（昭和３４年度～） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学籍等 学生名簿 大学院在籍者索引名簿（大正１２年度～） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1923年度 1924/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 学生生活 大学院生関係（博士・修士）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 学生生活 大学院生関係（博士・修士）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 学生生活 大学院生関係（博士・修士）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 学生生活 大学院生関係（博士・修士）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 学生生活 大学院生関係（博士・修士）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 学生派遣 大学院生出張・派遣依頼関係（平成１８年度～） 医学系事務部総務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄



医学系事務部 教育実施 資料 修士課程設置関係 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2001年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院重点化関係　平成九年度～ 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1997年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院重点化関係書類 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1993年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 平成十六年度～　　定員現員表関係（教務システム） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（昭和５９年度～平成１１年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 資料 大学院授業要項（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 専門教育 Ｈ１９，２０ T・A関係綴 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 教育実施 専門教育 平成二十一年度T・A関係綴 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 教育実施 専門教育 ティーチングアシスタント関係（平成２２～２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 ティーチングアシスタント関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 ティーチングアシスタント関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 ティーチングアシスタント関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 専門教育 ティーチングアシスタント関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 Ｈ１９入学者　公開発表演習関係（参加報告書） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 Ｈ２０・２１　大学院（博士課程）成績　医学研究セミナー・選択必修科目 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 Ｈ２０入学者　公開発表演習関係（参加報告書） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 教育実施 大学院教育 Ｈ２４～　　入学者　公開発表演習関係（参加報告書） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 医学研究概論講義関係（平成２３～　　年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 主任指導教員一覧・大学院授業時間割（平成２４～　　年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 昭和五十一～五十四年度　大学院博士課程入学に関する綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1976年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 昭和五十五年度　大学院博士課程入学に関する綴 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院修士課程履修届・成績報告書綴（平成十四年度～　　） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2002年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 基本医学総論（修士課程）医学総論（博士課程）振替関係（平成２３～　　年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 研究指導委託関係（平成１９～２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 教育実施 大学院教育 研究指導委託関係（平成２３～２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 研究指導委託関係（平成２６～　　年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 修士・博士課程履修届・履修者名簿（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 修士・博士課程履修届・履修者名簿（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 修士・博士課程履修届・履修者名簿（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 修士・博士課程履修届・履修者名簿（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 修士・博士課程履修届・履修者名簿（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院共通授業科目（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院教務・授業関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院教務・授業関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院教務・授業関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院教務・授業関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院教務・授業関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院連携講座関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院連携講座関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院連携講座関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院連携講座関係（平成２１～２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院連携講座関係（平成２３～２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院連携講座関係（平成２５～２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 大学院連携講座関係（平成２７年度～　　） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 特別研究学生及び連携(講座)に関する協定書（平成１２年度～） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教育実施 大学院教育 博士課程成績報告書（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 博士課程成績報告書（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 博士課程成績報告書（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 博士課程成績報告書（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教育実施 大学院教育 博士課程成績報告書（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 修了アンケート(平成２５～２７年度) 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係調査 調査 修了アンケート(平成２８年度～) 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 １５　平成十五年度～　各種委員会（大学院関係） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 教授会（平成２６年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 教授会（平成２６年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 教授会（平成２７年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄



医学系事務部 教務関係会議 学内会議 教授会（平成２７年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 教授会（平成２８年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 教授会（平成２８年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 大学院教務委員会 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1970年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 平成十七年度　大学院特別委員会　学位審査部会 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 平成十七年度～　中央教育審議会関係 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 平成十七年度～　研究科教務委員会資格審査専門委員会関係 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 平成十七年四月～　基礎系教員連絡会関係 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 執行会議（平成２８年）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 執行会議（平成２８年）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成１９年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成１９年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成２３～２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 研究科教務委員会資格審査専門委員会関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係調査 調査 学校基本調査　（平成１４年度～１９年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2002年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 学校基本調査　（平成２０年度～２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 学校基本調査　（平成２５年度～　　年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 卒業者・修了者進路調査関係（平成１７～１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係調査 調査 卒業者・修了者進路調査関係（平成２０～２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係調査 調査 卒業者・修了者進路調査関係（平成２３～２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係調査 調査 卒業者・修了者進路調査関係（平成２３～２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係調査 調査 大学院調査・統計関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 大学院調査・統計関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 大学院調査・統計関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 大学院調査・統計関係①（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 大学院調査・統計関係②（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 大学院調査・統計関係③（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 大学院調査・統計関係①（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係調査 調査 大学院調査・統計関係②（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（登録・教育訓練）（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（教育課程） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（登録・教育訓練）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（登録・教育訓練）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（登録・教育訓練）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（登録・教育訓練）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（登録・教育訓練）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（登録・教育訓練）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（健康診断）（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（健康診断）（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（教育課程） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（申請・講習会・健康診断・登録関係等）（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（申請・講習会・健康診断・登録関係等）（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（申請・講習会・健康診断・登録関係等）（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（申請・講習会・健康診断・登録関係等）（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（登録・教育訓練）（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） ＲＩ関係 放射線作業従事承諾書等（平成１２年度～２１年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2000年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 研究助成（教務関係） 調査 「グローバルＣＯＥ関係」（平成１９～２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 研究助成（教務関係） 調査 「グローバルＣＯＥ関係」（平成２１～２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 行事・式典（教務関係） 行事 退職記念 終講義（平成１５～２６年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 音羽博次・高桑榮松奨学基金関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 奨学金 各種奨学金 音羽博次・高桑榮松奨学基金関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 奨学金 各種奨学金 音羽博次・高桑榮松奨学基金関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 奨学金 各種奨学金 音羽博次・高桑榮松奨学基金関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 音羽博次・高桑榮松奨学基金関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 音羽博次・高桑榮松奨学基金関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 音羽博次・高桑榮松奨学基金関係（平成２8年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２４年度）※東日本大震災関連含む　　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 東日本大震災関連を含む。

医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２４年度）※東日本大震災関連含む　　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 東日本大震災関連を含む。

医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２４年度）※東日本大震災関連含む　　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 東日本大震災関連を含む。

医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２５年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄



医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２５年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２５年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２６年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２６年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２６年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２７年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２７年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２７年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２８年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２８年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２８年度）　③ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２８年度）　④ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係（平成２４年度）　１ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 東日本大震災関連を含む。

医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係（平成２４年度）　２ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 東日本大震災関連を含む。

医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係（平成２４年度）　３（返還免除・適格認定） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 東日本大震災関連を含む。

医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係（平成２５年度）　１ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係（平成２５年度）　２ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係（平成２５年度）　３（返還免除・適格認定） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係（平成２６年度）　１ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係（平成２６年度）　２ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係（平成２６年度）　３（返還免除・適格認定） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係１（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係２（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係　３（返還免除・適格認定）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係１（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係２（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係　３（返還免除・適格認定）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 研究生の入学 研究生関係（新規・継続）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 研究生の入学 研究生関係（新規・継続）（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 語学・大学院入試委員会　 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1978年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１１～１３年度　大学院入学資格審査 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1999年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成十七年度～　　入試委員会関係（Ⅱ）　【総務部会・各部会含む】 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成十八年度修士課程入学願書 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成十八年度博士課程入学願書 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１９年度修士課程入学願書（平成１８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１９年度博士課程入学願書（平成１８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２０年度修士課程入学願書（平成１９年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２０年度博士課程入学願書（平成１９年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２１年度修士課程入学願書（平成２０年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２１年度博士課程入学願書（平成２０年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２２年度修士課程入学願書（平成２１年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２２年度博士課程入学願書（平成２１年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２３年度修士課程入学願書（平成２２年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２３年度博士課程入学願書（平成２２年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２４年度修士課程入学願書（平成２３年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２４年度博士課程入学願書（平成２３年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２５年度修士課程入学願書（平成２４年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２５年度修士課程入試答案（平成２４年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２５年度博士課程入試答案（平成２４年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２５年度博士課程入学願書（平成２４年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度修士課程入学願書（平成２５年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度修士課程入学願書（平成２６年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度修士課程入試答案（平成２５年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度修士課程入試答案（平成２６年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度博士課程入試答案（平成２５年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度博士課程入試答案（平成２６年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度博士課程入学願書（平成２５年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度博士課程入学願書（平成２６年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２８年度修士課程入学願書（平成２７年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２９年度修士課程入学願書（平成２８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２８年度博士課程入学願書（平成２７年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２９年度博士課程入学願書（平成２８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２８年度修士課程入試答案（平成２７年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２９年度修士課程入試答案（平成２８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２８年度博士課程入試答案（平成２７年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２９年度博士課程入試答案（平成２８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 大学院医学研究科募集要項（平成１０年度入学分～平成１３年度入学分） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 大学院医学研究科募集要項（平成１４年度入学分） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 大学院医学研究科募集要項（平成１５年度入学分） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 大学院医学研究科募集要項（平成１６年度入学分） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 大学院医学研究科募集要項（平成１７年度入学分） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 大学院医学研究科募集要項（平成１８年度入学分～平成２６年度入学分） 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 大学院医学研究科募集要項（平成２７年度入学分～） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１３年度修士課程入試関係（平成12年度実施） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１３年度大学院医学研究科入学試験関係（博士） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１４・１５年度修士課程入試関係（平成１３・１４年度実施） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2001年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１４年度大学院医学研究科入学試験関係（博士） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１５年度大学院医学研究科入学試験関係（博士） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１６年度修士課程入試関係（平成１５年度実施） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１６年度大学院医学研究科入学試験関係（博士） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１７年度修士課程入試関係（平成１６年度実施） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１７年度大学院医学研究科入学試験関係（博士） 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１８年度修士課程入試関係（平成１７年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１８年度大学院医学研究科入学試験関係（博士） 医学系事務部総務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１９年度修士課程入試関係（平成１８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成１９年度博士課程入試関係（平成１８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２０年度修士課程入試関係（平成１９年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２０年度博士課程入試関係（平成１９年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２１年度修士課程入試関係（平成２０年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２１年度博士課程入試関係（平成２０年度実施）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２１年度博士課程入試関係（平成２０年度実施）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２２年度博士課程入試関係（平成２１年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２２年度修士課程入試関係（平成２１年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２３年度修士課程入試関係（平成２２年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２３年度博士課程入試関係（平成２２年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２４年度修士課程入試関係（平成２３年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２４年度博士課程入試関係（平成２３年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２５年度修士課程入試関係（平成２４年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２５年度博士課程入試関係（平成２４年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２５年度博士課程入試関係（平成２４年度実施）　２ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度修士課程入試関係（平成２５年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２６年度博士課程入試関係（平成２５年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２７年度修士課程入試関係（平成２６年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２７年度博士課程入試関係（平成２６年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２８年度修士課程入試関係（平成２７年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２９年度修士課程入試関係（平成２８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２８年度博士課程入試関係（平成２７年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２８年度博士課程入試関係②（平成２７年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２９年度博士課程入試関係（平成２８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２９年度博士課程入試関係②（平成２８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成２９年度博士課程入試関係③（平成２８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 平成九～一七年度　大学院募集要項　学士編入学募集要項　医学部案内 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 1997年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除関係 入学料・授業料免除関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 東日本大震災関連を含む。

医学系事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除関係 入学料・授業料免除関係（平成２５年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除関係 入学料・授業料免除関係（平成２５年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除関係 入学料・授業料免除関係（平成２６年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除関係 入学料・授業料免除関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除関係 入学料・授業料免除関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成１９年度）　１ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成１９年度）　２ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）２（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生関係（受入れ等）（平成２８年度）　 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 私費外国人留学生 私費外国人留学生関係（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 留学生 留学生関係①（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 留学生 留学生関係②（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 留学生 留学生関係①（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 留学生 留学生関係②（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 留学生 留学生関係③（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 留学生 留学生関係①（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 留学生 留学生 留学生関係②（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 H24～　　教育プログラム　公募・申請関係 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄



医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医学物理認定コース（平成２３～２４年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 医学物理認定コース（平成２５～　　年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 がんプロフェッショナル養成プラン（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 がんプロフェッショナル養成プラン（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 がんプロフェッショナル養成プラン（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 がんプロフェッショナル養成プラン（平成２４年度）　① 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 がんプロフェッショナル養成プラン（平成２４年度）　② 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 がんプロフェッショナル養成プラン（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 がんプロフェッショナル養成プラン（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 がんプロフェッショナル養成プラン（平成２７年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 がんプロフェッショナル養成プラン（平成２８年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 健康管理（平成２３～２６年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2011年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 健康管理（平成２７年度～　　） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 卓越した大学院拠点形成支援補助金（平成２４・２５年度）　１ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 卓越した大学院拠点形成支援補助金（平成２４・２５年度）　２ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 名義貸し問題綴　Ｈ１４－１５ 医学系事務部総務課長 専門職員（大学院担当） 2002年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 リーディングプログラム・グローバル人材育成推進事業（平成２４～２５年度） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2012年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 大学院雑件（平成２６年度）　１ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 大学院雑件（平成２６年度）　２ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 大学院雑件（平成２７年度）　１ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 大学院雑件（平成２７年度）　２ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 大学院雑件（平成２８年度）　１ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 教務関係その他　　　 その他 大学院雑件（平成２８年度）　２ 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課大学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 医理工学院募集要項（平成２９年度入学分～） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医理工学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 医理工学院平成２９年度入学願書（平成２８年度実施） 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医理工学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 医理工学院平成２９年度入試答案 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医理工学院教務担当 廃棄
医学系事務部 入学試験 大学院入学試験関係 医理工学院平成２９年度入試関係 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医理工学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 平成２８年度医理工学院設置準備委員会・専門委員会 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医理工学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 教務関係会議 学内会議 平成２８年度医理工学院組織整備WG・カリキュラム検討WG・入試WG等 医学系事務部総務課長 大学院教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課医理工学院教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 テレビ設置状況票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 運転者指定(解除)申請書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 公用車関係（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 公用車関係 公用車関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 公用車関係 公用車関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 公用車関係 公用車関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 公用車関係 運転者指定申請書 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 公用車関係 運転者指定申請書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 公用車関係 運転者指定申請書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 公用車関係 運転手登録名簿 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 公用車関係 運転手登録名簿（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 公用車関係 運転手登録名簿（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 火葬場使用申請書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 火葬場使用申請書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 火葬場使用申請書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 火葬場使用申請書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 火葬場使用申請書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 火葬場使用申請書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 火葬場使用申請書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成１３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成１４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成１５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成１６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 用度係 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 用度係 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 その他会計関係 試験研究用アルコール使用報告書等（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成１６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄



医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 その他 アルコール受払簿（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 改修関係 動物実験施設改修・建物新営設備 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 改修関係 動物実験施設改修・移転 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 伺 寄贈物品採納伺（平成２4年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 伺 使用貸借契約締結伺（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 伺 使用貸借契約締結伺（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 伺 使用貸借契約締結伺（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 伺 使用貸借契約締結伺（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 伺 使用貸借契約締結伺（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 用度係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 用度係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 会計関係文書 物品管理 物品管理簿 医学系事務部会計課長 用度係 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与等に関する証明書等発行依頼書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与等に関する証明書等発行依頼書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与等に関する証明書等発行依頼書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与等に関する証明書等発行依頼書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 法定外控除に関する書類（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 法定外控除に関する書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 法定外控除に関する書類（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 法定外控除に関する書類（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 住民税に関する書類及び計算書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 住民税に関する書類及び計算書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 住民税に関する書類及び計算書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 住民税に関する書類及び計算書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１２年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2000年度 2001/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１３年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2001年度 2002/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１４年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2002年度 2003/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１５年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2003年度 2004/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１６年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2004年度 2005/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2005年度 2006/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2006年度 2007/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄



医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 出納員別集計表（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 出納員別集計表（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 出納員別集計表（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 出納員別集計表（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 出納員別集計表（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 出納員別集計表（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係 出納員別集計表（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 支給ファイルプルーフリスト（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 支給ファイルプルーフリスト（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 支給ファイルプルーフリスト（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 支給ファイルプルーフリスト（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 支給ファイルプルーフリスト（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 支給ファイルプルーフリスト（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 支給ファイルプルーフリスト（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 年末調整に関する書類（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄



医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 扶養控除等に関する書類（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 社会保険関係 社会保険に関する届出書及び関係書類（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年（ 長10年） 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 社会保険関係 社会保険に関する届出書及び関係書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年（ 長10年） 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 社会保険関係 社会保険に関する届出書及び関係書類（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年（ 長10年） 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 社会保険関係 社会保険に関する届出書及び関係書類（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 所得税関係 特別徴収に関する書類（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 共済保険関係 共済保険に関する書類（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 共済保険関係 共済保険に関する書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 共済保険関係 共済保険に関する書類（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 給与関係 共済保険関係 共済保険に関する書類（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 その他契約関係書類（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 その他契約関係書類（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 その他契約関係書類（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 委託業務仕様書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 委託業務仕様書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 委託業務仕様書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 委託業務日報（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 委託業務日報（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 委託業務日報（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 委託業務仕様書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 委託業務日報（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 その他 会計関係通知文書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 その他 会計関係通知文書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 その他 会計関係通知・照会文書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 その他 会計関係通知・照会文書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 その他 会計関係通知・照会文書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 その他 照会及び回答文書(平成２４年度) 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院実地検査調書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 その他 銀行振込依頼書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 その他 銀行振込依頼書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 その他 銀行振込依頼書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 その他 銀行振込依頼書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 債権計上票（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 債権計上票（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 債権計上票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 債権計上票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 債権計上票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 債権計上票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 債権計上票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 授業料債権に関する書類（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 授業料債権に関する書類（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 授業料債権に関する書類（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 授業料債権に関する書類（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 授業料債権に関する書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 授業料債権に関する書類（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 債権関係 授業料債権に関する書類（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 収入関係 収入関係 収入関係通知・調査（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 設置・改組等 遺伝子病制御研究所 遺伝子病研究所構想（案） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 所長室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 設置・改組等 遺伝子病制御研究所 遺伝子病研究所構想（案）の概要 医学系事務部会計課長 事務部会計係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 所長室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 設置・改組等 遺伝子病制御研究所 遺伝子病研究所構想（案）参考資料 医学系事務部会計課長 事務部会計係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 所長室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 設置・改組等 遺伝子病制御研究所 癌・免疫医学研究所構想（案） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 所長室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 設置・改組等 遺伝子病制御研究所 癌・免疫医学研究所構想（案）の概要 医学系事務部会計課長 事務部会計係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 所長室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 調査・報告等 法令等 規程改正等通知（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 調査・報告等 法令等 規程改正等通知（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 物品関係 帳票関係 重要物品一覧表（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 物品関係 帳票関係 重要物品一覧表（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 物品関係 帳票関係 重要物品一覧表（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 物品関係 帳票関係 重要物品一覧表（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 物品関係 帳票関係 重要物品一覧表（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿 医学系事務部会計課長 事務部会計係 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 物品関係 帳票関係 物品番号照合用リスト（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 物品関係 帳票関係 物品番号照合用リスト（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 物品関係 物品関係 管理換関係書類（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 管理換関係書類（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 管理換関係書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 管理換関係書類（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 管理換関係書類（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 寄贈物品採納関係書類（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 寄贈物品採納関係書類（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 寄贈物品採納関係書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 寄贈物品採納関係書類（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 物品関係 物品関係 オープンファシリティ登録機器 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 機器登録廃止後５年 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 概算要求関係 概算要求関係資料(平成２７年度) 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 概算要求関係 概算要求関係資料(平成２８年度) 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 概算要求関係 概算要求関係資料(平成２９年度) 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 各種経費要求書（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 各種経費要求書（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 各種経費要求書（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 各種経費要求書（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 各種経費要求書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 各種経費要求書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成１７年度) 医学系事務部会計課長 経理係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成１８年度) 医学系事務部会計課長 経理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成１９年度) 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成２０年度) 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成２１年度) 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成２２年度) 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成２３年度) 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種調書関係 その他調書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 調書（平成２5年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 予算関係調書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 予算関係調書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 予算関係調書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 総長室事業推進経費（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 総長室事業推進経費（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 総長室事業推進経費（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 総長室事業推進経費（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 総長室事業推進経費（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種調書関係 研究活動状況調（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 各種調書関係 研究活動状況調（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 提出調書 各種経費実施報告書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２５年度）msファイル 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２５年度）mファイル 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２６年度）msファイル 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２６年度）mファイル 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２７年度）msファイル 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄



医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２７年度）mファイル 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２８年度）mファイル 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２５年度）部局間 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２５年度）部局内 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２６年度）部局間 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２６年度）部局内 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２７年度）部局間 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２７年度）部局内 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２８年度）部局内 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 医・H24決算案・H25予算案 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 遺・H24決算案・H25予算案 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 医・H25決算案・H26予算案 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 遺・H25決算案・H26予算案 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 医・H26決算案・H27予算案 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 遺・H26決算案・H27予算案 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 遺・H27決算案・H28予算案 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 予算配当関係 予算配当書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 オープンラボ利用料（医・遺）（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 オープンラボ利用料（医・遺）（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 オープンラボ利用料（医・遺）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2015/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・実験生物部門利用料（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・実験生物部門利用料（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・実験生物部門利用料（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・実験生物部門利用料（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・中央研究部門利用料（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・中央研究部門利用料（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・中央研究部門利用料（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・中央研究部門利用料（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・附属動物実験施設利用料（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・附属動物実験施設利用料（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 医・附属動物実験施設利用料（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 遺制研　学内利用料（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 遺制研　学内利用料（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 遺制研　学内利用料（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 各種利用料 遺制研　学内利用料（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 予算振替書・予算執行振替伝票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 予算振替書・予算執行振替伝票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 予算振替書・予算執行振替伝票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 予算振替書・予算執行振替伝票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 人件費支給ファイル（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 人件費支給ファイル（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 人件費支給ファイル（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 人件費支給ファイル（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 人件費支給ファイル（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 人件費支給ファイル（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 予算 非常勤人件費 非常勤人件費関係通知・調査（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 旅費・謝金関係 謝金関係 諸謝金関係（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 旅費・謝金関係 謝金関係 諸謝金関係（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 旅費・謝金関係 謝金関係 諸謝金関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 旅費・謝金関係 謝金関係 諸謝金関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 旅費・謝金関係 謝金関係 諸謝金関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 用度関係その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理表（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 用度関係その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理表（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 用度関係その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理表（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 用度関係その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理表（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 用度関係その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理表（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
医学系事務部 旅費関係 旅費関係 旅費の取扱いに関する通知（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費関係 旅費関係 旅費の取扱いに関する通知（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費関係 旅費関係 旅費の取扱いに関する通知（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費関係 旅費関係 旅費の取扱いに関する通知（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費・謝金関係 旅費・謝金関係 旅費・謝金の取扱いに関する通知（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部  旅費旅費・謝金関係 旅費・謝金関係 旅費・謝金の取扱いに関する通知（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費・謝金関係 旅費・謝金関係 旅費・謝金の取扱いに関する通知（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費・謝金関係 旅費・謝金関係 旅費・謝金の取扱いに関する通知（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費・謝金関係 旅費・謝金関係 旅費・謝金の取扱いに関する通知（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費・謝金関係 旅費・謝金関係 旅費・謝金の取扱いに関する通知（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費・謝金関係 旅費・謝金関係 旅費・謝金の取扱いに関する通知（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 旅費・謝金関係 旅費・謝金関係 旅費・謝金の取扱いに関する通知（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学務関係 学籍簿関係 保証書及び住所変更届（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学務関係 学籍簿関係 保証書及び住所変更届（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学務関係 学籍簿関係 保証書及び住所変更届（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学務関係 学籍簿関係 保証書及び住所変更届（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 営繕関係その他 その他 ＨＩＮＥＳ加入申請書等 医学系事務部会計課長 営繕係 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 営繕関係その他 その他 電話移動等伺い申請書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 その他 電話移動等伺い申請書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 その他 電話移動等伺い申請書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 その他 電話移動等伺い申請書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 その他 電話移動等伺い申請書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 安全管理対策 教育活動に係る賠償責任保険（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄



医学系事務部 営繕関係その他 安全管理対策 教育活動に係る賠償責任保険（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 安全管理対策 教育活動に係る賠償責任保険（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 安全管理対策 教育活動に係る賠償責任保険（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 安全管理対策 教育活動に係る賠償責任保険（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 交通対策 構内通行証交付願（報告書）（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 交通対策 構内通行証交付願（報告書）（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 交通対策 構内通行証交付願（報告書）（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 交通対策 構内通行証交付願（報告書）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係その他 交通対策 構内通行証交付願（報告書）（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係会議 学内会議 医学部安全管理委員会（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係会議 学内会議 医学部安全管理委員会（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係会議 学内会議 医学部安全管理委員会（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係会議 学内会議 医学部安全管理委員会（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係会議 学内会議 医学部安全管理委員会（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 営繕関係調査 施設実態 国立学校施設実態調査 医学系事務部会計課長 営繕係 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 役務 その他 水質検査報告書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 水質検査報告書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 水質検査報告書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 水質検査報告書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 水質検査報告書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 大気汚染等調査（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 大気汚染等調査（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 大気汚染等調査（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 大気汚染等調査（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 大気汚染等調査（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 煤煙測定結果報告書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 煤煙測定結果報告書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 煤煙測定結果報告書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 煤煙測定結果報告書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 煤煙測定結果報告書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 風量測定記録表（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 風量測定記録表（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 風量測定記録表（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 風量測定記録表（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 役務 その他 風量測定記録表（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 官公庁への届出書類 消防関係 危険物保安監督選任・解任届出書 医学系事務部会計課長 営繕係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 官公庁への届出書類 消防関係 自主防火管理報告書 医学系事務部会計課長 営繕係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 官公庁への届出書類 消防関係 消防計画作成（変更）届出書 医学系事務部会計課長 営繕係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 官公庁への届出書類 消防関係 消防用設備等設置届出書 医学系事務部会計課長 営繕係 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 官公庁への届出書類 消防関係 消防用設備等点検結果報告書 医学系事務部会計課長 営繕係 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 一般（指名）競争契約（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 一般（指名）競争契約（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 一般（指名）競争契約（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 一般（指名）競争契約（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 一般（指名）競争契約（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 一般（指名）競争契約（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 一般（指名）競争契約（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 支出契約決議書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 支出契約決議書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 支出契約決議書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 支出契約決議書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 支出契約決議書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 支出契約決議書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 契約関係（営繕関係） 契約関係 支出契約決議書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 健康安全管理 健康安全管理 危害防止主任者（指名・解除） 医学系事務部会計課長 営繕係 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成３年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成４年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成５年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成６年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成７年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成８年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成９年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１０年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１１年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１２年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１３年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１４年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１５年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 固定資産台帳 法定帳簿 固定資産台帳綴（平成１６年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 固定資産台帳 法定帳簿 固定資産台帳綴（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産一時使用関係綴（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄



医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 国有財産の管理 国有財産の管理 国有財産増減異動報告書（平成１２年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産の管理 国有財産の管理 国有財産増減異動報告書（平成１３年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産の管理 国有財産の管理 国有財産増減異動報告書（平成１４年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国有財産の管理 国有財産の管理 国有財産増減異動報告書（平成１５年度） 医学系事務部会計課長 営繕係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 宿舎関係 宿舎関係 宿舎貸与申請書等関係綴（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 宿舎関係 宿舎関係 宿舎貸与申請書等関係綴（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 宿舎関係 宿舎関係 宿舎貸与申請書等関係綴（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 宿舎関係 宿舎関係 宿舎貸与申請書等関係綴（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 宿舎関係 宿舎関係 宿舎貸与申請書等関係綴（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 経理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金収支簿（平成２4年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金収支簿（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金収支簿（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金収支簿（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金収支簿（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査受託契約関係（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査受託契約関係（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査受託契約関係（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査受託契約関係（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査受託契約関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査受託契約関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査受託契約関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査料金関係（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査料金関係（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査料金関係（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査料金関係（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査料金関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄



医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査料金関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 受託研究関係 病的材料検査料金関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金使途変更・移し替え（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金使途変更・移し替え（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金使途変更・移し替え（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金使途変更・移し替え（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金使途変更・移し替え（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 調査関係（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 調査関係（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 調査関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 調査関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 調査関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 通知文書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 通知文書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 通知文書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 通知文書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係その他 その他 通知文書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成１９年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２０年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２１年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金関係に関する文書（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金関係に関する文書（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 競争的研究資金 ２１世紀COE関係に関する文書（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 競争的研究資金 ２１世紀COE関係に関する文書（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 競争的研究資金 科学技術振興調整費関係に関する文書（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 学術研究助成 競争的研究資金 科学技術振興調整費関係に関する文書（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 経理関係その他 解剖関係 病理解剖関係文書（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 解剖関係 病理解剖関係文書（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 解剖関係 病理解剖関係文書（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 解剖関係 病理解剖関係文書（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 解剖関係 病理解剖関係文書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 解剖関係 病理解剖関係文書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 解剖関係 病理解剖関係文書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 歳入関係 収入関係 病理検査会計票（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 歳入関係 収入関係 病理検査会計票（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 歳入関係 収入関係 病理検査会計票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 歳入関係 収入関係 病理検査会計票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 歳入関係 収入関係 病理検査会計票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 歳入関係 収入関係 病理検査会計票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 歳入関係 収入関係 病理検査会計票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成１７年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成１８年度） 医学系事務部会計課長 事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１０年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１１年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成５年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成６年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成７年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成８年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 研究協力 助成 科学研究費補助金（平成９年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金関係（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金関係（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金関係（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金関係（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金債務計上票（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金債務計上票（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金債務計上票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金債務計上票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金債務計上票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金債務計上票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 機関補助金債務計上票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業関係(病的材料、病理解剖を除く)（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業関係(病的材料、病理解剖を除く)（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業関係(病的材料、病理解剖を除く)（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業関係(病的材料、病理解剖を除く)（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業関係(病的材料、病理解剖を除く)（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業関係(病的材料、病理解剖を除く)（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業関係(病的材料、病理解剖を除く)（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業(病的材料、病理解剖を除く)債務計上票（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業(病的材料、病理解剖を除く)債務計上票（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業(病的材料、病理解剖を除く)債務計上票（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業(病的材料、病理解剖を除く)債務計上票（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業(病的材料、病理解剖を除く)債務計上票（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業(病的材料、病理解剖を除く)債務計上票（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 機関補助金関係 受託事業(病的材料、病理解剖を除く)債務計上票（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 経費の伴わない共同研究（平成２２年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 経費の伴わない共同研究（平成２３年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 経費の伴わない共同研究（平成２４年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 経費の伴わない共同研究（平成２５年度） 医学系事務部会計課長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 外部資金関係 民間等との共同研究関係 経費の伴わない共同研究（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 外部資金関係 民間等との共同研究関係 経費の伴わない共同研究（手続き関係）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 外部資金関係 民間等との共同研究関係 経費の伴わない共同研究（契約書関係）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 期間終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 外部資金関係 民間等との共同研究関係 経費の伴わない共同研究（手続き関係）（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 産学官連携 外部資金 寄附講座（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５０年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1975年度 1976/4/1 42年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2006年3月31日　延長期間：12年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５１年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1976年度 1977/4/1 41年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2007年3月31日　延長期間：11年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５２年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1977年度 1978/4/1 40年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2008年3月31日　延長期間：10年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５３年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1978年度 1979/4/1 39年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2009年3月31日　延長期間：9年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５４年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1979年度 1980/4/1 38年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2010年3月31日　延長期間：8年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５５年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1980年度 1981/4/1 37年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：7年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５６年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1981年度 1982/4/1 36年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2012年3月31日　延長期間：6年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５７年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1982年度 1983/4/1 35年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５８年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1983年度 1984/4/1 34年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014年3月31日　延長期間：4年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和５９年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1984年度 1985/4/1 33年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：3年

医学系事務部会計課 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和６０年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1985年度 1986/4/1 32年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和６１年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1986年度 1987/4/1 31年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和６２年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和６３年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成２年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成３年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成４年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成５年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成６年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成７年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成８年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成９年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１０年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１１年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄



医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 放射線測定記録（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 ＲＩ担当者 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 ＲＩ準備室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 ＲＩ関係 ＲＩ関係 放射線測定記録（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 ＲＩ担当者 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 ＲＩ準備室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（ＲＩ申請関係）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（ＲＩ申請関係）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（ＲＩ管理に関する申請・届出・報告）（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（ＲＩ管理に関する申請・届出・報告）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（ガラスバッジ関係）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（ガラスバッジ関係）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（ガラスバッジ関係）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（ガラスバッジ関係）（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（ガラスバッジ関係）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（実効線量及び等価線量算定記録の交付について１）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（実効線量及び等価線量算定記録の交付について２）（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（実効線量及び等価線量算定記録の交付について）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（実効線量及び等価線量算定記録の交付について②）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（実効線量及び等価線量算定記録の交付について）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（実効線量及び等価線量算定記録の交付について②）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（実効線量及び等価線量算定記録）（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（承認使用に係る変更承認申請書）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理に関するもの（承認使用に係る変更承認申請書）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 放射性同位元素等管理 承認使用に係る変更承認申請添付書類（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 X線装置等管理 X線装置等管理に関するもの 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 研究協力 X線装置等管理 X線装置等管理に関するもの 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 監視伝染病 監視伝染病病原体所持に関するもの 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 研究協力 監視伝染病 監視伝染病病原体所持に関するもの 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 庶務第一係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部会計課 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部会計課 庶務関係会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 庶務関係会議 学内会議 連携研究センター関係 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部会計課 庶務関係会議 学内会議 連携研究センター関係 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部会計課 庶務関係会議 学内会議 連携研究センター関係 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断 法人文書の保存期間基準等の見直し結果を反映させて満了時の措置変更

医学系事務部 外国人研究者受入事業等 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 外国人研究者受入事業等 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 外国人研究者受入事業等 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　国際交流事業（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 外国人研究者受入事業等 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　国際交流事業（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 外国人研究者受入事業等 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　国際交流事業（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 採用終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 採用終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 採用終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 採用終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 採用終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成２年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1990年度 1991/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成３年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1991年度 1992/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成４年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1992年度 1993/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成５年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1993年度 1994/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成６年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1994年度 1995/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成７年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1995年度 1996/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成８年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1996年度 1997/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成９年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1997年度 1998/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１０年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1998年度 1999/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１１年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 1999年度 2000/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2000年度 2001/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2001年度 2002/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2002年度 2003/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2003年度 2004/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2004年度 2005/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2005年度 2006/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験関係に関する文書（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験関係に関する文書（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験関係に関する文書（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験関係に関する文書（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験関係に関する文書（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験関係に関する文書（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄



医学系事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（医学研究科）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（遺伝子病制御研究所）（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（医学研究科）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（遺伝子病制御研究所）（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（医学研究科）（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（遺伝子病制御研究所）（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（医学研究科）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（遺伝子病制御研究所）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験に関するもの（アイソトープ総合センター）（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 病原体等の実験に伴う採血の実施（遺制研） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 病原体等使用実験に関するもの(平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 病原体等使用実験に関するもの(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 病原体等使用実験に関するもの(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 病原体等使用実験(平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 病原体等使用実験(平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 病原体等使用実験(平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 学術研究助成 研究費不正使用防止 研究費不正使用防止計画　研究費不正使用防止研修（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 研究費不正使用防止 研究費不正使用防止計画　研究費不正使用防止研修（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 学術研究助成 研究費不正使用防止 研究費不正使用防止計画　研究費不正使用防止研修（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 特定動物 特定動物の飼養・保管に関するもの 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 動物実験 実験動物アレルギー抗体検査に関するもの 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 動物実験 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告について 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 事務部庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室等 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成７年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成８年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成９年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１０年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１１年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１２年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１３年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１４年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１５年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１６年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成１９年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 産官学連携 発明・特許 発明に関する文書（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 研究協力 発明・特許 発明に関する文書（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 施設関係 危険物関係 未登録核燃料物質関係書類（平成１７年度） 医学系事務部総務課長 事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 施設関係 危険物関係 未登録核燃料物質関係書類（平成１８年度） 医学系事務部総務課長 事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 国際交流 安全保障輸出 安全保障輸出管理関係(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 国際交流 安全保障輸出 安全保障輸出管理関係(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 国際交流 安全保障輸出 安全保障輸出管理関係(平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 国際交流 安全保障輸出 安全保障輸出管理関係(平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 研究協力 安全保障輸出 安全保障輸出管理関係(平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄 見直しにより、大分類・保存期間変更

医学系事務部 研究協力 成果有体物 成果有体物関係(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 成果有体物 成果有体物関係(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 研究協力 成果有体物 成果有体物届出書(平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 研究協力 成果有体物 成果有体物届出書(平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 研究協力 成果有体物 成果有体物届出書(平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄



医学系事務部 管理運営 共同利用・共同研究拠点 遺伝子病制御研究所　共同利用・共同研究拠点に関するもの(平成２０年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 共同利用・共同研究拠点 遺伝子病制御研究所　共同利用・共同研究拠点に関するもの(平成２１年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 共同利用・共同研究拠点 遺伝子病制御研究所　共同利用・共同研究拠点に関するもの(平成２２年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 共同利用・共同研究拠点 遺伝子病制御研究所　共同利用・共同研究拠点に関するもの(平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 共同利用・共同研究拠点 遺伝子病制御研究所　共同利用・共同研究拠点に関するもの(平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 共同利用・共同研究拠点 遺伝子病制御研究所　共同利用・共同研究拠点に関するもの(平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 管理運営 共同利用・共同研究拠点 遺伝子病制御研究所　共同利用・共同研究拠点に関するもの(平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 管理運営 共同利用・共同研究拠点 遺伝子病制御研究所　共同利用・共同研究拠点に関するもの(平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 管理運営 共同利用・共同研究拠点 遺伝子病制御研究所　共同利用・共同研究拠点に関するもの(平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 契約関係 契約関係 その他契約関係書類（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 その他契約関係書類（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 その他契約関係書類（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 契約関係 契約関係 その他契約関係書類（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 その他 会計関係通知文書（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 経理関係その他 その他 会計関係通知文書（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 歳出関係 支出負担行為支出決議書関係 旅費の取扱いに関する通知（平成２１年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 歳出関係 支出負担行為支出決議書関係 旅費の取扱いに関する通知（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 歳出関係 支出負担行為支出決議書関係 旅費の取扱いに関する通知（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 歳出関係 支出負担行為支出決議書関係 旅費の取扱いに関する通知（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 歳出関係 支出負担行為支出決議書関係 旅費の取扱いに関する通知（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２２年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部 予算 帳票関係 予算差引簿（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 先端研究開発支援プログラム担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 産学官連携 利益相反 利益相反関係（平成２６年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 産学官連携 利益相反 利益相反関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 産学官連携 利益相反 利益相反関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
医学系事務部会計課 研究協力 動物実験 動物実験専門委員会関係（平成２３年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 研究協力 動物実験 動物実験専門委員会関係（平成２４年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 研究協力 動物実験 動物実験専門委員会関係（平成２５年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 研究協力 動物実験 動物実験専門委員会関係（平成２６年度） 医学系事務部総務課長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 研究協力 動物実験 動物実験専門委員会関係（平成２７年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 研究協力 動物実験 動物実験専門委員会関係（平成２８年度） 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部会計課 国際交流 許認可等 貿易に関する証明書関係 医学系事務部会計課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 データ 図書資料 所蔵関係 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 1920年度 1921/4/1 常用 未定 電子（図書館システム） 共有サーバー内 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 データ 図書資料 目録関係 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 1920年度 1921/4/1 常用 未定 電子（図書館システム） 共有サーバー内 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成１７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成１８年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成１９年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成２０年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成２１年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成２２年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成２３年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係会議 学内会議 図書委員会（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係その他 業務日誌 時間外業務日誌（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係その他 業務日誌 時間外業務日誌（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係その他 業務日誌 時間外業務日誌（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 教員選定図書の選定（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 教員選定図書の選定（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 教員選定図書の選定（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 教員選定図書の選定（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 教員選定図書の選定（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 雑誌選定関係（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 雑誌選定関係（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 雑誌選定関係（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 雑誌選定関係（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 雑誌選定関係（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成１７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成１８年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成１９年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成２０年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成２１年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成２２年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成２３年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 図書館調査（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成１７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成１８年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成１９年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２０年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２１年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２２年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２３年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 学術情報基盤実態調査（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部 図書関係調査 調査 北海道の図書館調査（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 北海道の図書館調査（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 北海道の図書館調査（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 北海道の図書館調査（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 図書関係調査 調査 北海道の図書館調査（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部 物品関係（図書関係） 帳票関係 物品管理簿 附属図書館情報利用支援課長 図書整理係 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
遺伝子病制御研究所 病態研究部門 癌生物分野 ２０１２年度　秋山財団研究助成＜一般＞申込書 遺伝子病制御研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 病態研究部門 癌生物分野 劇毒物受払簿（平成２４年度） 遺伝子病制御研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 病態研究部門 癌生物分野 劇毒物受払簿（平成２５年度） 遺伝子病制御研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 病態研究部門 癌生物分野 劇毒物受払簿（平成２６年度） 遺伝子病制御研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 病態研究部門 癌生物分野 劇毒物受払簿（平成２７年度） 遺伝子病制御研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 病態研究部門 癌生物分野 劇毒物受払簿（平成２８年度） 遺伝子病制御研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 病態研究部門 癌生物分野 財団法人ヤクルト・バイオサイエンス研究財団　研究助成交付申請書 遺伝子病制御研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 病態研究部門 癌生物分野 武田科学振興財団　２０１２年度生命科学研究助成　申込書 遺伝子病制御研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 病態研究部門 免疫生物分野 毒劇物受払簿（平成２５年度） 遺伝子病制御研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 疾患制御研究部門 免疫機能学分野 化学物質管理システム登録データ（毒劇物受払簿（平成２４年度）） 遺伝子病制御研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 疾患制御研究部門 免疫機能学分野 化学物質管理システム登録データ（毒劇物受払簿（平成２５年度）） 遺伝子病制御研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 疾患制御研究部門 免疫機能学分野 化学物質管理システム登録データ（毒劇物受払簿（平成２６年度）） 遺伝子病制御研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 疾患制御研究部門 免疫機能学分野 化学物質管理システム登録データ（毒劇物受払簿（平成２７年度）） 遺伝子病制御研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 疾患制御研究部門 免疫機能学分野 化学物質管理システム登録データ（毒劇物受払簿（平成２８年度）） 遺伝子病制御研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 疾患制御研究部門 分子間情報分野 生命科学院修士入学試験問題 遺伝子病制御研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 疾患制御研究部門 分子間情報分野 生命科学院修士入学試験問題 遺伝子病制御研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 プロバイオティクス・イムノロジー研究部門 プロバイオティクス・イムノロジー研究部門 寄附金申込書 遺伝子病制御研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
遺伝子病制御研究所 プロバイオティクス・イムノロジー研究部門 プロバイオティクス・イムノロジー研究部門 共同研究変更契約書 遺伝子病制御研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 遺伝子病制御研究所長 教員 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター利用申請書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター利用申請書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター利用申請書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター利用申請書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター利用申請書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 アイソトープ総合センター長 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ受入記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ受入記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ受入記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ受入記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ受入記録（平成２8年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ払出記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ払出記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ払出記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ払出記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ払出記録（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ使用・保管記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ使用・保管記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ使用・保管記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ使用・保管記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ使用・保管記録（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ保管記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ保管記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ保管記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ保管記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ保管記録（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ廃棄記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ廃棄記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ廃棄記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ廃棄記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ廃棄記録（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源使用記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源使用記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源使用記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源使用記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源使用記録（平成28年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 直線加速装置使用記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 直線加速装置使用記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 直線加速装置使用記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 直線加速装置使用記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 直線加速装置使用記録（平成２8年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源保管・管理記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源保管・管理記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源保管・管理記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源保管・管理記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 密封線源保管・管理記録（平成２8年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 表面汚染密度測定記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄



アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 表面汚染密度測定記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 表面汚染密度測定記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 表面汚染密度測定記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 表面汚染密度測定記録（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射線量当量測定記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射線量当量測定記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射線量当量測定記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射線量当量測定記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射線量当量測定記録（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排水記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排水記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排水記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排水記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排水記録（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排気記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排気記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排気記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排気記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 排気記録（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 施設点検簿（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 施設点検簿（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 施設点検簿（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 施設点検簿（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 施設点検簿（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 実効線量及び等価線量算定記録 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 被ばく線量測定記録及び算定記録 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 被ばく線量測定・算定記録 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 教育訓練記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 教育訓練記録（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 教育訓練記録（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 教育訓練記録（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 教育訓練記録（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 RN1-203 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 健康診断記録 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 放射線モニタリング記録（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 放射線取扱主任者 廃棄
アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター アイソトープ総合センター 核燃料物質管理記録 アイソトープ総合センター長 計量管理責任者 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 管理室 アイソトープ総合センター長 計量管理責任者 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 センター事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 センター事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 センター事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 センター事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 センター事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 センター事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 北海道地区大学等放射線施設協議会（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 センター事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学外会議 国立大学アイソトープ総合センター長会議（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（昭和５４～平成２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 1990年度 1991/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成３～６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 1994年度 1995/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成７～１３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2001年度 2002/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成１４～１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成１８～２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 庶務関係会議 学内会議 アイソトープ総合センター関係（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 調査 調査 学校基本調査に関する文書（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成８年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 1996年 1997/1/1 30年 2027/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成９年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 1997年 1998/1/1 30年 2028/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１０年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 1998年 1999/1/1 30年 2029/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１１年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 1999年 2000/1/1 30年 2030/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１２年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2000年 2001/1/1 30年 2031/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１３年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2001年 2002/1/1 30年 2032/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１４年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2002年 2003/1/1 30年 2033/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１５年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2003年 2004/1/1 30年 2034/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１６年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2004年 2005/1/1 30年 2035/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１７年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2005年 2006/1/1 30年 2036/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄



アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１８年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2006年 2007/1/1 30年 2037/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成１９年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2007年 2008/1/1 30年 2038/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成２０年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2008年 2009/1/1 30年 2039/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成２１年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2009年 2010/1/1 30年 2040/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成２２年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2010年度 2011/1/1 30年 2041/12/31 紙 保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成２３年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2011年度 2012/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成２４年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2012年度 2013/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成２５年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2013年度 2014/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成２６年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2014年度 2015/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成２７年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2015年度 2016/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ア総）（平成２８年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2016年度 2017/1/1 30年 2047/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課庶務担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 寒冷地手当関係（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 期末・勤勉関係（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 諸手当 給与関係（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与 普通昇給 給与関係（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 出張等 出張命令簿（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 出張等 出張命令簿（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 出張等 出張命令簿（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康管理者及び安全管理者等の指名及び指名解除（平成８年～） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 1996年度 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄



アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 健康診断（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室，保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室，保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室，保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室，保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室，保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室，保管庫 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 調査・報告 人事調査・統計（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 人事関係その他 法，規則等の通知及び照会文書等 法，規則等の通知及び照会文書等（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 異動関係 人事異動等参考調書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 非常勤職員 非常勤職員採用・辞職（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 非常勤職員 非常勤職員採用・辞職（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 非常勤職員 非常勤職員採用・辞職（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 非常勤職員 非常勤職員採用・辞職（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 任免関係 非常勤職員 非常勤職員採用・辞職（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２４年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２５年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２６年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２７年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２８年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２４年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２５年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２６年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２７年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２８年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２４年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２５年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２６年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２７年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿（平成２８年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２４年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２５年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２６年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２７年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２８年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２４年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２５年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２６年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２７年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 代休日指定簿（平成２８年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２４年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２５年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２６年） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２７年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２８年） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 兼業 兼業関係（単発・利害） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 兼業 兼業関係（単発・利害） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 兼業 兼業関係（単発・利害） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 兼業 兼業関係（単発・利害） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄



アイソトープ総合センター事務 服務 兼業 兼業関係（単発・利害） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 研修 研修関係 アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2013年度 2014/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 研修 研修関係 アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 研修 研修関係 アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 研修 研修関係 アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 綱紀 関係通知（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 綱紀 関係通知（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 服務 綱紀 関係通知（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 職員厚生事業 レクリェーション関係（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 職員厚生事業 レクリェーション関係（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 職員厚生事業 レクリェーション関係（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部人事係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明発行（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 福利・厚生 身分証明書関係 証明書発行関係（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課人事担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部総務課長 医学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部用度係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部用度係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 会計関係文書 物品管理 固定資産台帳及び少額備品（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与関係通知・調査（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2000年度 2001/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2001年度 2002/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2002年度 2003/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2003年度 2004/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2004年度 2005/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2005年度 2006/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2006年度 2007/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄



アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２5年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成２1年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2008年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 基準給与簿（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 給与関係 給与関係（非常勤職員） 給与所得者の保険料控除申告書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 歳入関係 収入関係 収入関係通知・調査（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係 帳票関係 支出予算簿（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係 帳票関係 支出予算簿（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２7年度) アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２８年度) アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 概算要求関係 概算要求書(平成２９年度) アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成１７年度) アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成１８年度) アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成１９年度) アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成２０年度) アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成２１年度) アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成２２年度) アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成２３年度) アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成２４年度) アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算配当書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算配当書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算執行振替書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 平成２４年度決算案・平成２５年度予算案 アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 平成２５年度決算案・平成２６年度予算案 アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 平成２６年度決算案・平成２７年度予算案 アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 平成２６年度決算案・平成２８年度予算案 アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 各種利用料 アイソトープ総合センター利用料（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 各種利用料 アイソトープ総合センター利用料（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 各種利用料 アイソトープ総合センター利用料（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 予算 各種利用料 アイソトープ総合センター利用料（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課会計担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部経理係 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課外部資金担当 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 外部資金 財団等からの研究助成に関する文書（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課外部資金担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金関係に関する文書（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部専門職員（研究協力担当） 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金関係に関する文書（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部専門職員（研究協力担当） 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄



アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究関係（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 受託研究関係 受託研究債務計上票（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究関係（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外部資金関係 民間等との共同研究関係 共同研究債務計上票（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課外部資金担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 営繕関係その他 その他 ＨＩＮＥＳ加入申請書等 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 営繕関係その他 交通対策 構内通行証交付願（報告書）（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 営繕関係調査 施設実態 国立学校施設実態調査 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 官公庁への届出書類 消防関係 危険物保安監督選任・解任届出書 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 官公庁への届出書類 消防関係 自主防火管理報告書 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 官公庁への届出書類 消防関係 消防計画作成（変更）届出書 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 官公庁への届出書類 消防関係 消防用設備等設置届出書 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 官公庁への届出書類 消防関係 消防用設備等点検結果報告書 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 健康安全管理 健康安全管理 危害防止主任者（指名・解除） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 固定資産の管理 固定資産の管理 固定資産監守計画書綴（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 国有財産の管理 国有財産の管理 国有財産増減異動報告書（平成１２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2000年度 2001/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産の管理 国有財産の管理 国有財産増減異動報告書（平成１３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2001年度 2002/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産の管理 国有財産の管理 国有財産増減異動報告書（平成１４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2002年度 2003/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産の管理 国有財産の管理 国有財産増減異動報告書（平成１５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2003年度 2004/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1991年度 1992/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1992年度 1993/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1993年度 1994/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1994年度 1995/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1995年度 1996/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1996年度 1997/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成９年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1997年度 1998/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１０年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1998年度 1999/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１１年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 1999年度 2000/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１２年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2000年度 2001/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１３年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2001年度 2002/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１４年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2002年度 2003/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 国有財産台帳 法定帳簿 国有財産台帳綴（平成１５年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2003年度 2004/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 固定資産台帳 法定帳簿 固定資産台帳綴（平成１６年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 固定資産台帳 法定帳簿 固定資産台帳綴（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部営繕係 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２４年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２５年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄



アイソトープ総合センター事務 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２６年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２７年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 支払関係（営繕関係） 帳票関係 債務計上票（平成２８年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部会計課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課営繕担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 外国人研究者受入事業 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 採用期間満了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２２年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 許認可等 国際規制物資関係（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素等 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 1978年度 1979/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 採用期間満了後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 施設検査関係 施設検査申請書及び関係書類（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2005年度 2006/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 施設検査関係 施設検査申請書及び関係書類（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 施設検査関係 施設検査申請書及び関係書類（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 施設検査関係 施設検査申請書及び関係書類（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 施設検査関係 施設検査申請書及び関係書類（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 定期検査申請関係 定期検査申請書（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2005年度 2006/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 定期検査申請関係 定期検査申請書（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 定期検査申請関係 定期検査申請書（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 定期検査申請関係 定期検査申請書（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 定期検査申請関係 定期検査申請書（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 放射線同位元素承認使用変更申請関係 放射性同位元素承認使用に係る変更承認申請及び関係書類（平成１７年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2005年度 2006/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 放射線同位元素承認使用変更申請関係 放射性同位元素承認使用に係る変更承認申請及び関係書類（平成１８年度） アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部庶務係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 放射線同位元素承認使用変更申請関係 放射性同位元素承認使用に係る変更承認申請及び関係書類（平成１９年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 放射線同位元素承認使用変更申請関係 放射性同位元素承認使用に係る変更承認申請及び関係書類（平成２０年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 施設関係 放射線同位元素承認使用変更申請関係 放射性同位元素承認使用に係る変更承認申請及び関係書類（平成２１年度） アイソトープ総合センター長 医学系事務部総務課庶務担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 医学系事務部会計課長 医学系事務部会計課研究支援担当 廃棄
アイソトープ総合センター事務 データ 図書資料 所蔵関係 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部図書整理係 1978年度 1979/4/1 常用 未定 電子（図書館システム） 共有サーバー内 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 データ 図書資料 目録関係 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部図書整理係 1978年度 1979/4/1 常用 未定 電子（図書館システム） 共有サーバー内 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
アイソトープ総合センター事務 物品関係（図書関係） 帳票関係 物品管理簿 アイソトープ総合センター長 医学研究科・医学部図書整理係 1978年度 1979/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会議事録（平成１５年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2003年度 2004/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会議事録（平成１６年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会議事録（平成１７年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会議事録（平成１８年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会議事録（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会議事録（平成２０年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会議事録（平成２１年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会議事録（平成２２年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会議事録（平成２３年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会教務専門委員会議事録（平成１５年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2003年度 2004/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会教務専門委員会議事録（平成１６年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会教務専門委員会議事録（平成１７年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会教務専門委員会議事録（平成１８年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会教務専門委員会議事録（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会教務専門委員会議事録（平成２０年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会教務専門委員会議事録（平成２１年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会教務専門委員会議事録（平成２２年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会教務専門委員会議事録（平成２３年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会研究企画専門委員会議事録（平成１５年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2003年度 2004/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会研究企画専門委員会議事録（平成１６年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会研究企画専門委員会議事録（平成１７年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会研究企画専門委員会議事録（平成１８年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会研究企画専門委員会議事録（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会研究企画専門委員会議事録（平成２０年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会研究企画専門委員会議事録（平成２１年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会研究企画専門委員会議事録（平成２２年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 センター運営委員会研究企画専門委員会議事録（平成２３年度） 脳科学研究教育センター長 センター長 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 各種委員会（平成２４年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 各種委員会（平成２５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 各種委員会（平成２６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 各種委員会（平成２７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 会議 センター内会議 各種委員会（平成２８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 組織 基幹教員 基幹教員名簿・研究グループ一覧（平成１５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2003年度 2004/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 組織 基幹教員 基幹教員名簿・研究グループ一覧（平成１６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 組織 基幹教員 基幹教員名簿・研究グループ一覧（平成１７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 組織 基幹教員 基幹教員名簿・研究グループ一覧（平成１８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 組織 基幹教員 基幹教員名簿・研究グループ一覧（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 組織 基幹教員 基幹教員名簿・研究グループ一覧（平成２０年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 組織 基幹教員 基幹教員名簿・研究グループ一覧（平成２１年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 組織 基幹教員 基幹教員名簿・研究グループ一覧（平成２２年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 組織 基幹教員 基幹教員名簿・研究グループ一覧（平成２３年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成１５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2003年度 2004/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成１６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成１７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成１８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成２０年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成２１年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成２２年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成２３年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成２４年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成２５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 履修登録 発達脳科学専攻履修願書（平成２６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断



脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成１６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成１７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成１８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成２０年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成２１年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成２２年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成２３年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成２４年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成２５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成２６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成２７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 修了生関係 発達脳科学専攻修了生台帳（平成２８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 指定科目関係 発達脳科学専攻指定授業科目履修登録一覧（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 発達脳科学専攻（平成２４年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 発達脳科学専攻（平成２５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 発達脳科学専攻（平成２６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 発達脳科学専攻（平成２7年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 発達脳科学専攻（平成２８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 学生発表会関係（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 合宿研修（平成２４年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 合宿研修（平成２５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 合宿研修（平成２６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 合宿研修（平成２７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係 合宿研修（平成２８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成１５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成１６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成１７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成１８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成２０年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成２１年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成２２年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成２３年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成２４年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成２５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 シラバス（平成２６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 教育プログラム概要＆授業要項（シラバス）（平成27年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 発達脳科学専攻 教育関係資料 教育プログラム概要＆授業要項（シラバス）（平成28年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 研究 シンポジウム シンポジウム関係（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

脳科学研究教育センター事務 研究 シンポジウム シンポジウム関係（平成２４年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 研究 シンポジウム シンポジウム関係（平成２５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 研究 シンポジウム シンポジウム関係（平成２６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 研究 シンポジウム シンポジウム関係（平成２７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 研究 シンポジウム シンポジウム関係（平成２８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 庶務関係（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月31日　延長期間：5年

脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 庶務関係/経理関係（平成２４年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 庶務関係/経理関係（平成２５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 庶務関係/経理関係（平成２６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 庶務関係/経理関係（平成２７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 庶務関係/経理関係（平成２８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 廃棄
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成１７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成１８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2006年度 2007/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成１９年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成２０年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成２１年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成２２年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成２３年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成２４年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成２５年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成２６年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成２７年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 センター概要（平成２８年度） 脳科学研究教育センター長 センター事務 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 自己点検・評価報告書　平成１８年度～平成２４年度 脳科学研究教育センター長 センター事務 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
脳科学研究教育センター事務 脳科学研究教育センター事務 資料 自己点検・評価報告書　平成２５年度～平成２７年度 脳科学研究教育センター長 センター事務 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 医学研究科事務部 脳科学研究教育センター長 センター事務 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 センター運営業務 運営委員会 運営委員会 医学系事務部長 センター職員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 センター運営業務 全体会議 全体会議 医学系事務部長 センター職員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 センター運営業務 企画運営会議 企画運営会議 医学系事務部長 センター職員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 倫理委員会 倫理委員会 倫理委員会 医学系事務部長 センター職員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 評価委員会 評価委員会 評価委員会 医学系事務部長 センター職員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 環境省エコチル調査委託業務 エコチル調査地域運営協議会 医学系事務部長 センター職員 2010年度 2011/4/1 業務終了年度の翌年度から5年間（国立環境研究所） 2031/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 環境省エコチル調査委託業務 エコチル調査データ利用申請関係 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 業務終了年度の翌年度から5年間（国立環境研究所） 2031/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２５年度科学研究費助成事業の応募 医学系事務部長 センター職員 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２６年度科学研究費助成事業の応募 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２7年度科学研究費助成事業の応募 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２８年度科学研究費助成事業の応募 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２８年度基盤研究（A）（岸） 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２５年度基盤研究（A）（岸） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２３年度基盤研究（B）（安住） 医学系事務部長 センター職員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２４年度基盤研究（B）（荒木） 医学系事務部長 センター職員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２7年度基盤研究（B）（荒木） 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断



環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２４年度基盤研究（C）（池野） 医学系事務部長 センター職員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２7年度基盤研究（C）（池野） 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２３年度挑戦的萌芽研究（岸） 医学系事務部長 センター職員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２５年度挑戦的萌芽研究（岸） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２６年度挑戦的萌芽研究（荒木） 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２８年度挑戦的萌芽研究（岸） 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２５年度若手研究（B）（宮下） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２５年度若手研究（B）（伊藤） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２６年度若手研究（B）（ﾎｳﾏﾇ ｺﾞｳﾀﾞﾙｼﾞ） 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２7年度若手研究（B）（山崎） 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２7年度若手研究（B）（伊藤） 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２８年度若手研究（B）（アイツバマイゆふ） 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２８年度若手研究（B）（湊屋） 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２８年度若手研究（B）（小林） 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２８年度若手研究（B）（西原） 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２８年度若手研究（B）(宮下） 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２５年度研究活動スタート支援(ﾎｳﾏﾇ　ｺﾞｳﾀﾞﾙｼﾞ） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 文部科学省科学研究費助成事業 平成２５年度研究活動スタート支援(小林） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 厚生労働省科学研究費助成事業 平成２６年度科学研究費助成事業の応募 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 厚生労働省科学研究費助成事業 平成２7年度科学研究費助成事業の応募 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 厚生労働省科学研究費助成事業 平成２８年度科学研究費助成事業の応募 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 厚生労働省科学研究費助成事業 平成２６年度化学物質リスク研究（岸） 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 厚生労働省科学研究費助成事業 平成２６年度化学物質リスク研究（伊藤） 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 厚生労働省科学研究費助成事業 平成２６年度健康安全・危機管理対策総合研究事業（岸） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 環境省環境研究総合推進費 平成２６年度環境研究総合推進費の応募 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 環境省環境研究総合推進費 平成２7年度環境研究総合推進費の応募 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 プロジェクト研究推進部門 環境省環境研究総合推進費 平成２６年度環境研究総合推進費（岸） 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 副総括文書管理者が判断
環境健康科学研究教育センター事務 研究支援部門 広報・コミュニケーション 広報・コミュニケーション 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 研究支援部門 広報・コミュニケーション 広報・コミュニケーション 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 研究支援部門 広報・コミュニケーション 広報・コミュニケーション 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 研究支援部門 広報・コミュニケーション 広報・コミュニケーション 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 研究支援部門 情報セキュリティ・リスク管理 情報セキュリティ・リスク管理 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 研究支援部門 情報セキュリティ・リスク管理 情報セキュリティ・リスク管理 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 研究支援部門 情報セキュリティ・リスク管理 情報セキュリティ・リスク管理 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 研究支援部門 情報セキュリティ・リスク管理 情報セキュリティ・リスク管理 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 サスティナビリティーウィーク サスティナビリティーウィーク 医学系事務部長 センター職員 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 サスティナビリティーウィーク サスティナビリティーウィーク 医学系事務部長 センター職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 サスティナビリティーウィーク サスティナビリティーウィーク 医学系事務部長 センター職員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 サスティナビリティーウィーク サスティナビリティーウィーク 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 サスティナビリティーウィーク サスティナビリティーウィーク 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 サスティナビリティーウィーク サスティナビリティーウィーク 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 サスティナビリティーウィーク サスティナビリティーウィーク 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 WHOコラボレーティングセンター WHOコラボレーティングセンター 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 WHOコラボレーティングセンター WHOコラボレーティングセンター 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 国際連携部門 大学間協定校交流事業 大学間協定校交流事業 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 連携教育推進部門 大学院共通講義 大学院共通講義「社会と健康」 医学系事務部長 センター職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 連携教育推進部門 大学院共通講義 大学院共通講義「社会と健康」 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 連携教育推進部門 大学院共通講義 大学院共通講義「社会と健康」 医学系事務部長 センター職員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 連携教育推進部門 大学院共通講義 大学院共通講義「社会と健康」 医学系事務部長 センター職員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
環境健康科学研究教育センター事務 連携教育推進部門 大学院共通講義 大学院共通講義「社会と健康」 医学系事務部長 センター職員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医学系事務部長 センター長 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 粒子線医理工学講座（放射線治療医学分野） 医・工ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教授 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 粒子線医理工学講座（放射線治療医学分野） 医・歯ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教授 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 粒子線医理工学講座（放射線治療医学分野） 医・理・保ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教授 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 粒子線医理工学講座（放射線治療医学分野） 医理工学院合同ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教授 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 粒子線医理工学講座（放射線治療医学分野） 医理工学院ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教授 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 粒子線医理工学講座（放射線治療医学分野） 医理工学院入学者選抜ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教授 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 粒子線医理工学講座（放射線治療医学分野） 医理工学院組織整備等ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教授 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 粒子線医理工学講座（放射線治療医学分野） 医理工学院設置準備委員会(平成２８年度） 大学院医理工学院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教授 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 粒子線医理工学講座（放射線治療医学分野） 医理工学院設置準備委員会専門委員会(平成２８年度） 大学院医理工学院長 分野教授 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教授 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 放射線医理工学講座（臨床医学物理学分野） 入学試験実施要項 大学院医理工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教員 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 放射線医理工学講座（臨床医学物理学分野） 入学試験実施依頼（大学院教務より） 大学院医理工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教員 廃棄
大学院医理工学院 量子医理工学コース 放射線医理工学講座（臨床医学物理学分野） 「医理工学院設置準備委員会専門委員会」開催時　配布資料 大学院医理工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 分野教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 画像医理工学講座（生物指標画像科学分野） 医理工学院合同ｻﾌﾞWG資料・参考資料（平成２８年度） 大学院医理工学院長 各担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 画像医理工学講座（生物指標画像科学分野） 医理工学院合同ｻﾌﾞWG (医・工、医・理・保、医・歯)議事要旨（平成２８年度） 大学院医理工学院長 各担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 画像医理工学講座（生物指標画像科学分野） 医理工学院設置準備委員会専門委員会資料・参考資料（平成２８年度） 大学院医理工学院長 各担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 画像医理工学講座（生物指標画像科学分野） 医理工学院設置準備委員会専門委員会議事録（平成２８年度） 大学院医理工学院長 各担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 画像医理工学講座（生物指標画像科学分野） 医理工学院医理工学専攻修士課程及び博士後期課程の募集要項（平成２８年度） 大学院医理工学院長 各担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 画像医理工学講座（生物指標画像科学分野） ｶﾘｷｭﾗﾑ検討WG資料（平成２８年度） 大学院医理工学院長 各担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 画像医理工学講座（生物指標画像科学分野） 学部授業時間割(案)及び授業担当責任教員等一覧(案)（平成２８年度） 大学院医理工学院長 各担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 画像医理工学講座（生物指標画像科学分野） 医理工学院(修士課程及び博士後期課程)ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ進行ﾒﾓ（平成２９年度） 大学院医理工学院長 各担当教員 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 副総括文書管理者が判断
大学院医理工学院 分子医理工学コース 画像医理工学講座（生物指標画像科学分野） 大学院医理工学院(修士課程及び博士後期課程)学生便覧（平成２９年度） 大学院医理工学院長 各担当教員 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 副総括文書管理者が判断
大学院医理工学院 分子医理工学コース 生物医理工学講座（分子・細胞動態計測分野） 医理工学院設置準備委員会（平成２８年度） 大学院医理工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 生物医理工学講座（分子・細胞動態計測分野） 医理工学院組織整備等ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 生物医理工学講座（分子・細胞動態計測分野） 医理工学院入学者選抜ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 生物医理工学講座（分子・細胞動態計測分野） 医理工学院合同ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
大学院医理工学院 分子医理工学コース 生物医理工学講座（分子・細胞動態計測分野） 医・歯ワーキンググループ(平成２８年度） 大学院医理工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 教員室 大学院医理工学院長 各科目担当教員 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 RI施設入退室記録（平成２０年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 RI施設入退室記録（平成２１年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 RI施設入退室記録（平成２２年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 RI施設入退室記録（平成２３年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 RI施設入退室記録（平成２４年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄



保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 RI施設入退室記録（平成２５年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 RI施設入退室記録（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 外部被ばく線量測定報告書（平成２０年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 外部被ばく線量測定報告書（平成２１年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 外部被ばく線量測定報告書（平成２２年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 外部被ばく線量測定報告書（平成２３年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 外部被ばく線量測定報告書（平成２４年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 外部被ばく線量測定報告書（平成２５年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 外部被ばく線量測定報告書（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 基盤看護学分野 基盤看護学分野会議（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 分野責任者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学研究院長 分野責任者 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 教育訓練記録（平成２４年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 教育訓練記録（平成２５年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 教育訓練記録（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 保健科学研究院長 教員選考委員会（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 研究院長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 研究院長室 大学院保健科学研究院長 研究院長 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 健康診断記録（平成２０年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 健康診断記録（平成２１年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 健康診断記録（平成２２年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 健康診断記録（平成２３年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 健康診断記録（平成２４年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 健康診断記録（平成２５年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 健康診断記録（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 作業環境測定報告書（平成２４年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 作業環境測定報告書（平成２５年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 創成看護学分野 創成看護学分野会議（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 分野責任者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学研究院長 分野責任者 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 病態解析学分野 分野会議資料（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学研究院長 分野責任者 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 機能回復学分野 分野会議資料（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学研究院長 分野責任者 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 生活機能学分野 分野会議資料（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学研究院長 分野責任者 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射性同位元素（購入・譲受・譲渡）申請書（平成２０年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射性同位元素（購入・譲受・譲渡）申請書（平成２１年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射性同位元素（購入・譲受・譲渡）申請書（平成２２年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射性同位元素（購入・譲受・譲渡）申請書（平成２３年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射性同位元素（購入・譲受・譲渡）申請書（平成２４年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射性同位元素（購入・譲受・譲渡）申請書（平成２５年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射性同位元素（購入・譲受・譲渡）申請書（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設関係記録簿（平成２０年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設関係記録簿（平成２１年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設関係記録簿（平成２２年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設関係記録簿（平成２３年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設関係記録簿（平成２４年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設関係記録簿（平成２５年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設関係記録簿（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設点検記録簿（平成２０年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設点検記録簿（平成２１年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設点検記録簿（平成２２年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設点検記録簿（平成２３年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設点検記録簿（平成２４年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設点検記録簿（平成２５年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設点検記録簿（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設登録者名簿（平成２０年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設登録者名簿（平成２１年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設登録者名簿（平成２２年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設登録者名簿（平成２３年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設登録者名簿（平成２４年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設登録者名簿（平成２５年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学研究院 保健科学部門 医用生体理工学分野 放射線施設登録者名簿（平成２６年度） 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 大学院保健科学研究院長 放射線取扱主任 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 看護学 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 看護学 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 看護学 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生活機能学分野 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生活機能学分野 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生活機能学分野 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体情報科学 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体情報科学 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体情報科学 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体情報科学 指導学生の身上書（平成２４年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体情報科学 指導学生の身上書（平成２５年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体情報科学 指導学生の身上書（平成２６年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体情報科学 修士論文（平成２４年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体情報科学 修士論文（平成２５年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体情報科学 修士論文（平成２６年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体量子科学 学業成績評価基準（平成２４年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体量子科学 学業成績評価基準（平成２５年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄
保健科学院 保健科学専攻 生体量子科学 学業成績評価基準（平成２６年度） 大学院保健科学院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 大学院保健科学院長 担当教員 廃棄

保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 物品関係（図書室） 帳票関係 物品管理簿 医療技術短期大学部事務長 図書室 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 図書室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 附属図書館情報サービス課医学研究科・医学部図書担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 物品関係（図書室） 帳票関係 物品管理簿 医療技術短期大学部事務長 図書室 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 附属図書館情報サービス課医学研究科・医学部図書担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（昭和60年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（昭和61年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（昭和61年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（昭和62年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（昭和62年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（昭和63年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断



保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（昭和63年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成1年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成1年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成2年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成2年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成3年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成3年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成4年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成4年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成5年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成5年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成6年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成6年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成7年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成7年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成8年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成8年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成9年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成9年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成10年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成10年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成11年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成11年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成12年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成12年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成13年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成13年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成14年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成14年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成15年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成15年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成16年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成16年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成17年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成17年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 外部被ばく線量測定報告書（平成18年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 診療放射線技術学科 診療放射線技術学科 健康診断記録簿（平成18年度） 医療技術短期大学部長 ＲＩ主任 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 ＲＩ主任 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧看護法講習科学籍 旧看護法講習科卒業証書原簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1922年度 1923/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧産婆養成所学籍 旧産婆養成所卒業証書原簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1924年度 1925/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧厚生女学部学籍 旧厚生女学部学籍簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1947年度 1948/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧看護学校学籍 旧看護学校学籍簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1950年度 1951/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧助産婦学校学籍 旧助産婦学校卒業証書原簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧診療エックス線技師学校学籍 旧診療エックス線技師学校学籍簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧診療エックス線技師学校専攻科学籍 旧診療エックス線技師学校専攻科学籍簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1965年度 1966/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧衛生検査技師学校学籍 旧衛生検査技師学校学籍簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧診療放射線技師学校学籍 旧診療放射線技師学校学籍簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 旧臨床検査技師学校学籍 旧臨床検査技師学校学籍簿 医療技術短期大学部事務長 学務係 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（昭和５６年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（昭和５７年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1982年度 1983/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（昭和５８年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（昭和５９年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（昭和６０年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（昭和６１年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1986年度 1987/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（昭和６２年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（昭和６３年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成元年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成２年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成３年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成　３年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成４年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成　４年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成５年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成　５年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成６年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成　６年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成７年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成　７年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成８年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（指定規則）（学務係） 学則変更承認 規定改正通知等（指定申請） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成　８年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成９年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成　９年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学生の懲戒（学務係） 学生の懲戒 学生の懲戒に関する綴 医療技術短期大学部事務長 学務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成１１年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（指定規則）（学務係） 学則変更承認 規定改正通知等（指定申請） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成１１年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成１３年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断



保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（指定規則）（学務係） 学則変更承認 規定改正通知等（指定申請） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 卒業 卒業者台帳（平成１３年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 保険（学務係） 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2002年度 2003/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 医療技術短期大学部学籍 医療技術短期大学部学籍（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（学務係） 学内会議 学生委員会関係（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 学籍等（学務係） 学生調書 学生調書（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（学務係） 学内会議 教務委員会関係（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 各種資格認定（学務係） 国家試験 国家試験綴（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 各種資格認定（学務係） 各種資格認定・講習 受胎調節実地指導員認定講習関係（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 学務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 諸手当関係（庶務係） 住居手当 住居手当認定簿（～平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1981年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 諸手当関係（庶務係） 住居手当 住居届（～平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1981年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 諸手当関係（庶務係） 通勤手当 通勤手当認定簿 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 諸手当関係（庶務係） 通勤手当 通勤届 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 諸手当関係（庶務係） 扶養手当 扶養手当認定簿 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 諸手当関係（庶務係） 扶養手当 扶養親族届 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（昭和６２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（昭和６２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（昭和６２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（昭和６３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（昭和６３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（昭和６３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（昭和６３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成元年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 給与決定関係（庶務係） 昇格（在調関係） 昇格（在調関係） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成元年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成元年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和６１年１月～３月） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成元年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成元年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和６１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和６２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（昭和６３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 資料（庶務係） 本医療短大の資料 自己点検・評価報告書 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 認定事業 専攻科認定の申し出（平成４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 給与決定関係（庶務係） 初任給調整手当 初任給調整手当支給調書 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 叙勲・表彰・称号授与等（庶務係） 栄典関係 永年表彰台帳 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 認定事業 専攻科認定の申し出（平成７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 行事 名誉教授関係（平成７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 行事 名誉教授関係（平成８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成９年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成９年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 文書処理（庶務係） 文書収受 指令簿（平成９年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成９年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄



保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成９年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成９年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成９年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 諸手当関係（庶務係） 単身赴任手当 単身赴任届 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 諸手当関係（庶務係） 単身赴任手当 単身赴任認定簿 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 資料（庶務係） 本医療短大の資料 北海道大学医療技術短期大学部概要 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 行事 名誉教授関係（平成９年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 文書処理（庶務係） 文書収受 指令簿（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 行事 名誉教授関係（平成１０年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成１１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成１１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成１１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成１１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成１１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） その他（庶務係） 各種入力マニュアル 新人事事務電算システム 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 行事 名誉教授関係（平成１１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 文書処理（庶務係） 文書収受 文書収受発送簿（海大医短）（平成１２年） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 資料（庶務係） 本医療短大の資料 外部評価報告書（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 行事 名誉教授関係（平成１２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成１３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成１３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成１３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成１３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） その他（庶務係） 各種入力マニュアル 人事事務システム操作手引 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 認定事業 専攻科認定に係る教育の実施状況等の審査に関する書類（平成１３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 行事 名誉教授関係（平成１３年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 歳入関係（会計係） 収入関係 現金領収証書原符（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 会計係 2002年度 2003/4/1 7年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 国有財産関係（会計係） 維持・保存 国有財産監守計画書（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 会計係 2002年度 2003/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 任免関係（庶務係） 定員内職員 人事異動上申（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 行事 入学式・卒業式（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） 未登録核燃料物質取扱 未登録核燃料物質取扱（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 歳入関係（会計係） 収入関係 領収証書受払簿（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 会計係 2002年度 2003/4/1 7年 2023/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 文書処理（庶務係） 文書収受 文書収受発送簿（海大医短）（平成１４年） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 行事 名誉教授関係（平成１４年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 学内規程 医療短大学内規定（平成１５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成１５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成１５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成１５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 文書処理（庶務係） 文書収受 文書収受発送簿（海大医短）（平成１５年） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成１５年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成１６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成１６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成１６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 文書処理（庶務係） 文書収受 文書収受発送簿（海大医短）（平成１６年） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成１６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成１７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成１７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成１７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 文書処理（庶務係） 文書収受 文書収受発送簿（海大医短）（平成１７年） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成１７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 行事・式典（庶務係） 記念事業 閉校記念式典関係（平成18年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 職員在職異動台帳 職員在職異動台帳（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 人事・勤務（庶務係） 定員異動関係 定員異動関係（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 文書処理（庶務係） 文書収受 文書収受発送簿（海大医短）（平成１８年） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 放射性同位元素等（庶務係） ＲＩ関係 ＲＩ関係（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） その他（庶務係） その他文書 法人文書管理簿（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 叙勲・表彰・称号授与等（庶務係） 栄典関係 栄典関係（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
保健科学院・保健科学研究院・医学部（保健学科） 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 グループ保険（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 グループ保険（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 雇用保険（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 2017/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 雇用保険（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 雇用保険（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 雇用保険（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 雇用保険（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 社会保険関係 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計担当） 事務用ＬＡＮ関係 ＨＩＮＥＳ関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計担当） アルコール認定関係 アルコール使用済み報告書（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当（会計） 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計担当） アルコール認定関係 アルコール使用済み報告書（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計担当） アルコール認定関係 アルコール使用済み報告書（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計担当） アルコール認定関係 アルコール使用済み報告書（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計担当） アルコール認定関係 アルコール使用済み報告書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計担当） アルコール認定関係 アルコール使用済み報告書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計担当） アルコール認定関係 アルコール使用済み報告書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 フイルムバッチ測定報告書（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当（会計） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 フイルムバッチ測定報告書（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当（会計） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 フイルムバッチ測定報告書（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 フイルムバッチ測定報告書（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 フイルムバッチ測定報告書（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 フイルムバッチ測定報告書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 フイルムバッチ測定報告書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 フイルムバッチ測定報告書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 各種経費要求関係 営繕関係経費等の要求書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 各種経費要求関係 営繕関係経費等の要求書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 各種経費要求関係 営繕関係経費等の要求書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 概算要求関係 概算要求書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 概算要求関係 概算要求書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 概算要求関係 概算要求書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 産学官連携 外部資金 寄附分野関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 産学官連携 外部資金 寄附分野関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 産学官連携 外部資金 寄附分野関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 産学官連携 外部資金 寄附分野関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 産学官連携 外部資金 寄附分野関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 産学官連携 外部資金 寄附分野関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 警備日誌関係 警備日誌（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 警備日誌関係 警備日誌（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 警備日誌関係 警備日誌（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 警備日誌関係 警備日誌（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 警備日誌関係 警備日誌（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 警備日誌関係 警備日誌（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 警備日誌関係 警備日誌（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 研究助成関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 研究助成関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 研究助成関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 研究助成関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 研究助成関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 研究助成関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２２年度）（保存期間３０年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当（会計） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２３年度）（保存期間３０年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２４年度）（保存期間３０年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２５年度）（保存期間３０年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２６年度）（保存期間３０年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２６年度）（保存期間３年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２７年度）（保存期間３０年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２７年度）（保存期間３年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２８年度）（保存期間３０年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・報告関係（会計） 報告関係 作業環境調査結果報告書（平成２８年度）（保存期間３年のもの） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 自家用電気工作物保守点検試験成績報告書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 自家用電気工作物保守点検試験成績報告書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 自家用電気工作物保守点検試験成績報告書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 昇降機設備保全業務点検報告書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 昇降機設備保全業務点検報告書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 昇降機設備保全業務点検報告書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 消防用設備等点検結果報告書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 消防用設備等点検結果報告書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 消防用設備等点検結果報告書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 省エネルギー関係（会計担当） 報告関係 省エネルギー月間の実施状況について（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 省エネルギー関係（会計担当） 報告関係 省エネルギー月間の実施状況について（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 省エネルギー関係（会計担当） 報告関係 省エネルギー月間の実施状況について（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 省エネルギー関係（会計担当） 報告関係 省エネルギー月間の実施状況について（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 省エネルギー関係（会計担当） 報告関係 省エネルギー月間の実施状況について（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 清掃日誌（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 清掃日誌（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 清掃日誌（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 清掃日誌（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 清掃日誌（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 清掃日誌（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄



医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） 業務日誌関係 清掃日誌（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他（会計） その他 地下鉄乗車券受払簿（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 防火関係（会計） 届出関係 防火管理者選任（解任）届出書（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当（会計） 2008年度 2009/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 防火関係（会計） 届出関係 防火管理者選任（解任）届出書（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当（会計） 2009年度 2010/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 防火関係（会計） 届出関係 防火管理者選任（解任）届出書（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当（会計） 2010年度 2011/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 防火関係（会計） 届出関係 防火管理者選任（解任）届出書（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2011年度 2012/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 防火関係（会計） 届出関係 防火管理者選任（解任）届出書（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 防火関係（会計） 届出関係 防火管理者選任（解任）届出書（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 防火関係（会計） 届出関係 防火管理者選任（解任）届出書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 防火関係（会計） 届出関係 防火管理者選任（解任）届出書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 防火関係（会計） 届出関係 防火管理者選任（解任）届出書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 予算関係（会計担当） 予算配当関係 予算配当関係資料（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課会計担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成１７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医短学務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 RI関係 RI関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 RI関係 RI関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 RI関係 RI関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 RI関係 RI関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 RI関係 RI関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教授会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 会議関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 民間・地方公共団体 その他の奨学会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 民間・地方公共団体 その他の奨学会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 民間・地方公共団体 その他の奨学会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 民間・地方公共団体 その他の奨学会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 民間・地方公共団体 その他の奨学金（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の懲戒に関する綴（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の懲戒に関する綴（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の懲戒に関する綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の懲戒に関する綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の懲戒に関する綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の懲戒に関する綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 看護学専攻臨床実習（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 看護学専攻臨床実習（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 看護学専攻・修士（保健師・助産師）臨床実習（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 教務関係綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 教務関係綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 教務関係綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 教務関係綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 教務関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 医学部会計送付書類関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 保健関係 健康診断関係綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 保健関係 健康診断関係綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 保健関係 健康診断関係綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 保健関係 健康診断関係綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 保健関係 健康診断関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 検査技術科学専攻臨床実習（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 検査技術科学専攻臨床実習（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 検査技術科学専攻臨床実習（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 学部生の入学 帰国子女入試・ＡＯ入試選考書類（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学願書（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学願書（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学願書（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学願書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学願書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 非正規生 教務関係綴（非正規生）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 雑件（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 雑件（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 雑件（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 雑件（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 その他 その他教務 雑件（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 指定学校概況（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 指定学校概況（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 指定学校概況（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 指定学校概況（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 指定学校概況（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 学割証 実習用通学定期関係綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 学割証 実習用通学定期関係綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 学割証 実習用通学定期関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 各種資格認定・講習 受胎調節実地指導員認定講習関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 各種資格認定・講習 受胎調節実地指導員認定講習関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 各種資格認定・講習 受胎調節実地指導員認定講習関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 各種資格認定・講習 受胎調節実地指導員認定講習関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 授業・定期試験関係綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 授業・定期試験関係綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 授業・定期試験関係綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 授業・定期試験関係綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 授業・定期試験関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請書（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請書（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 授業料免除申請書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料・授業料免除 入学料免除授業料免除関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 就職 就職等 就職関係綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 就職 就職等 就職関係綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 就職 就職等 就職関係綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 就職 就職等 就職関係綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 就職 就職等 就職関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 小樽商科大学ＭＢＡ特別コース関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 小樽商科大学ＭＢＡ特別コース関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 小樽商科大学ＭＢＡ特別コース関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 小樽商科大学ＭＢＡ特別コース関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 小樽商科大学ＭＢＡ特別コース関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 全学教育関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 全学教育関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 全学教育関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 全学教育関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄



医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 全学教育関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 早期臨床体験実習（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 早期臨床体験実習（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 早期臨床体験実習（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 大学院　各種調査・照会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 大学院　各種調査・照会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 大学院　各種調査・照会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 大学院　各種調査・照会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院関係（学生募集・入学試験・各種通知等）（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院関係（学生募集・入学試験・各種通知等）（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院関係（学生募集・入学試験・各種通知等）（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院関係（学生募集・入学試験・各種通知等）（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院関係（学生募集・入学試験・各種通知等）（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院関係（学生募集・入学試験・各種通知等）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 大学院授業・定期試験関係綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 大学院授業・定期試験関係綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 大学院授業・定期試験関係綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 大学院授業・定期試験関係綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 大学院授業・定期試験関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 入学試験関係等 大学院入学試験問題（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 入学試験関係等 大学院入学試験問題（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 入学試験関係等 大学院入学試験問題（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 入学試験関係等 大学院入学試験問題（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 入学試験関係等 大学院入学試験問題（平成２９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（修士課程）学籍簿（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（修士課程）学籍簿（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（修士課程）学籍簿（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（修士課程）学籍簿（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（修士課程）学籍簿（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（修士課程）学籍簿（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（修士課程）学籍簿（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（博士後期課程）学籍簿（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（博士後期課程）学籍簿（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（博士後期課程）学籍簿（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（博士後期課程）学籍簿（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（博士後期課程）学籍簿（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（博士後期課程）学籍簿（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（博士後期課程）学籍簿（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 調査照会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 調査照会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 調査照会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 調査照会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 調査照会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 長期履修関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 長期履修関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 長期履修関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 長期履修関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 長期履修関係（平成２９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 入学料免除（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 入学試験関係等 編入学試験問題（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 入学試験関係等 編入学試験問題（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 入学試験関係等 編入学試験問題（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 入学試験関係等 編入学試験問題（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 保健科学院教務関係綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 保健科学院教務関係綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 保健科学院教務関係綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 保健科学院教務関係綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 大学院教育 保健科学院教務関係綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 放射線技術科学専攻臨床実習（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 放射線技術科学専攻臨床実習（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 放射線技術科学専攻臨床実習（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 理学・作業療法学専攻臨床実習（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 理学・作業療法学専攻臨床実習（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 理学・作業療法学専攻臨床実習（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 実習関係 指定申請関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 アドミッション実施委員会（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 カリキュラム専門委員会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 カリキュラム専門委員会（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 カリキュラム専門委員会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 教育実施 教育 がんプロフェッショナル養成プラン（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 留学生関係 留学生関係等 外国人留学生関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学生の懲戒 学生の懲戒 学生の懲戒に関する綴 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 学生委員会（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生の異動 学生異動綴（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険関係綴（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 教務委員会関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学願書（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学願書（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 研究生の入学 研究生の入学願書（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報・ホームページ専門委員会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 国家試験 国家試験綴（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 各種資格認定・講習 受胎調節実地指導員認定講習関係（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 各種資格認定・講習 受胎調節実地指導員認定講習関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 各種資格認定 各種資格認定・講習 受胎調節実地指導員認定講習関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 情報教育に関する合同検討部会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 情報教育に関する合同検討部会（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院関係（学生募集・入学試験・各種通知等）（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院関係（学生募集・入学試験・各種通知等）（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（修士課程）学籍簿（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学籍簿 大学院保健科学院（修士課程）学籍簿（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 入学試験 大学院入学試験関係 大学院保健科学院入学試験関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 入学者選抜制度検討委員会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・書庫 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 入学者選抜制度検討委員会（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 入学者選抜制度検討委員会（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 学籍等 学生カード 保健学科学生カード（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 課外活動 課外活動 保健学科祭関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 FD委員会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 育児休業・介護休業（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 育児休業・介護休業（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄



医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 お知らせ，パンフレット（平成２８年度）1/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 お知らせ，パンフレット（平成２８年度）2/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 お知らせ，パンフレット（平成２８年度）3/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 お知らせ，パンフレット（平成２８年度）4/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 その他 課題解決型高度医療人材養成プログラム関係（平成２６年度～） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済長期・短期給付関係1/3 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済長期・短期給付関係2/3 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済長期・短期給付関係3/3 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学看護・医療技術系学科長会議（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学看護・医療技術系学科長会議（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 財形関係 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 事務連絡会議資料（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（ア行） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（カ行） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（サ行） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（タ～ハ行） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（非正規職員） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（マ行） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（ヤ～ワ行） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 人事上申（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 人事上申（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 人事上申（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 人事上申（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 人事上申（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 人事関係 人事例規（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 人事関係 人事例規（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 人事関係 人事例規（平成２５～２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 人事関係 人事例規（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 ティーチング・アシスタント関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 ティーチング・アシスタント関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 ティーチング・アシスタント関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 ティーチング・アシスタント関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 ティーチング・アシスタント関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 ティーチング・フェロー関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 ティーチング・フェロー関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 バイザー会議（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 バイザー会議（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 バイザー会議（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 その他 博士課程教育リーディングプログラム関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 法人評価関係（平成２６～２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 報道関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 報道関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 ホームページサーバ関係（平成２６年度）1/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 ホームページサーバ関係（平成２６年度）2/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 ホームページサーバ関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 ホームページサーバ関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 ホームページ関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 ホームページ関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 ホームページ関係（平成２６年度）1/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 ホームページ関係（平成２６年度）2/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 ホームページ関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 ホームページ関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 評価 ミッションの再定義（平成２４～２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 リサーチ・アシスタント関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 リサーチ・アシスタント関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 リサーチ・アシスタント関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 リサーチ・アシスタント関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 リサーチ・アシスタント関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 リハビリテーション教育評価認定審査関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 連携分野設置関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 安全保障輸出管理（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 安全保障輸出管理（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 安全保障輸出管理（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 安全保障輸出管理（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 安全保障輸出管理（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 安全保障輸出管理（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 安全保障輸出管理（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２３～２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 人事関係 医学部保健学科長選挙・保健科学研究院選挙（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 人事関係 医学部保健学科長選挙・保健科学研究院選挙（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２８年度）1/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業関係（２８年度）2/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業研究計画調書（採択分）（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業研究計画調書（採択分）（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業研究計画調書（採択分）（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業研究計画調書（採択分）（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業研究計画調書（採択分）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業研究計画調書（採択分）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 科学研究費助成事業研究計画調書（不採択分）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 過半数代表候補者選挙関係（平成２０～２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 過半数代表候補者選挙関係（平成２８年度～） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 その他 会議室使用簿（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 委員会 各種委員会委員関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 委員会 各種委員会委員関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 委員会 各種委員会委員関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 委員会 各種委員会委員関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 委員会 各種委員会委員関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 証明書関係 各種証明書発行綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 学外者の出入り許可（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 学外者の出入り許可（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 学外者の出入り許可（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 学外非常勤講師採用関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 学外非常勤講師採用関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 学外非常勤講師採用関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 学外非常勤講師採用関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 学外非常勤講師採用関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 学校基本調査（平成２０～２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査 調査 学校基本調査（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 学内外各種通知文書（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 学内外各種通知文書（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 学内外各種通知文書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 学内外各種通知文書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２７年度）1/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２７年度）2/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２７年度）3/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２７年度）4/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 企画戦略室会議国際交流専門部会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 期末・勤勉手当関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 期末・勤勉手当関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 期末・勤勉手当関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 期末・勤勉手当関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 期末・勤勉手当関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 期末・勤勉手当関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 規程関係 規程制定及び改正関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 規程関係 規程制定及び改正関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 客員教員（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 休暇簿（平成２６年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 休暇簿（平成２７年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 休暇簿（平成２８年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 休日の振替（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 休日の振替（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 休日の振替（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与口座振込関係（非常勤職員）（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与口座振込関係（非常勤職員）（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与口座振込関係（非常勤職員）（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与口座振込関係（非常勤職員）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与口座振込関係（非常勤職員）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与支給データ（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与支給データ（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与支給データ（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与支給データ（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与支給データ（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与支給データ（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 給与支給データ（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄



医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済組合検認（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済組合検認（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済組合検認（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済組合検認（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済組合検認（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済長期・短期給付関係（退職者）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 2年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 共済関係 共済長期・短期給付関係（退職者）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 2年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 教育研究組織調査関係（平成２７年度～） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 教員の再雇用（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 教員の再雇用（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 教員の再雇用（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 教員の再雇用（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 教員の再雇用（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 評価 教員業績評価関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 評価 教員業績評価関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 評価 教員業績評価関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 保健科学研究院の教員公募 教員公募（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 保健科学研究院の教員公募 教員公募（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 保健科学研究院の教員公募 教員公募（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 教員人件費管理関係（平成１７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医短庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 教員人件費管理関係（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 教員人件費管理関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 教員人件費管理関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 定員異動関係 教員人件費管理関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 欠勤届（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 欠勤届（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 欠勤届（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 健康診断関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 健康診断関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 健康診断関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 健康診断関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 健康診断関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 兼業・兼職 兼業関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 兼業・兼職 兼業関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 兼業・兼職 兼業関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 兼業・兼職 兼業関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 兼業・兼職 兼業関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 研修関係 研修関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 研修関係 研修関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 研修関係 研修関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 放射性同位元素等管理 個人被ばく線量測定関係（平成２７年度～） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成１７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医短庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２６年度）1/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２６年度）2/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 公開講座委員会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 広報誌関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 広報誌関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 広報誌関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 管理運営 広報 広報誌関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報室会議（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報室会議（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報室会議（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報室会議（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報室会議（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報室会議（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報室会議（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報室会議（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 広報室会議（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 講演出張依頼公文書綴（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 講演出張依頼公文書綴（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 講演出張依頼公文書綴（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 講演出張依頼公文書綴（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 講演出張依頼公文書綴（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 放射性同位元素等 国際規制物質関係 国際規制物質関係（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 放射性同位元素等 国際規制物質関係 国際規制物質関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 放射性同位元素等 国際規制物質関係 国際規制物質関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 国際交流関係 国際交流関係 国際交流関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 国際交流関係 国際交流関係 国際交流関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 国際交流関係 国際交流関係 国際交流関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 国際交流関係 国際交流関係 国際交流関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成１７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医短庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学外会議 国立大学保健医療学系代表者協議会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 財形関係（退職者）（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 財形関係（退職者）（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 財形関係（退職者）（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 財形関係（退職者）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 財形関係（退職者）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 放射性同位元素等管理 施設測定結果等（平成２７～２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 若手教員奨励助成制度（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（教員）（平成２４年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（教員）（平成２５年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（教員）（平成２６年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（教員）（平成２７年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（教員）（平成２８年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（特任教員・非正規職員）（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（特任教員・非正規職員）（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（特任教員・非正規職員）（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（特任教員・非正規職員）（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（特任教員・非正規職員）（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（特任教員・非正規職員）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（特任教員・非正規職員）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 庶務調査（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 庶務調査（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 庶務調査（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 庶務調査（平成２７年度）1/3 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 庶務調査（平成２７年度）2/3 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 庶務調査（平成２７年度）3/3 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 庶務調査（平成２８年度）1/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 庶務調査（平成２８年度）2/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当現況届（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当現況届（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当現況届（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当現況届（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当現況届（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当現況届（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当現況届（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当現況届（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（退職者）（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（退職者）（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（退職者）（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（退職者）（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（退職者）（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（退職者）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 諸手当認定関係（退職者）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 昇給関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 通知 人事関係通知（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 通知 人事関係通知（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 通知 人事関係通知（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 通知 人事関係通知（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 通知 人事関係通知（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 大学院設置準備委員会（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄



医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 大学院担当手当（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係調査 調査 大学情報データベース（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係調査 調査 大学情報データベース（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係調査 調査 大学情報データベース（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 宅配便・宅急便等受付簿（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 追給・返納・戻入計算書（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 給与 追給・返納・戻入計算書（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 評価 点検・評価関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 評価 点検・評価関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 評価 点検・評価関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 点検・評価室会議（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 点検・評価室会議（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 点検・評価室会議（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 点検・評価室会議（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 点検・評価室会議（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 点検・評価室会議（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 点検・評価室会議（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 点検・評価室会議（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 点検・評価室会議（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 動物実験関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 動物実験関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 動物実験関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 動物実験関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 動物実験関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 動物実験関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 動物実験関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 動物実験関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 動物実験関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 特殊郵便受付簿（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 特殊郵便受付簿（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 特殊郵便受付簿（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 特殊郵便受付簿（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 特殊郵便受付簿（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会各種申請関係（外国人特別研究員含む）（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 5年 2014/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会各種申請関係（外国人特別研究員含む）（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 5年 2015/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会各種申請関係（外国人特別研究員含む）（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会各種申請関係（外国人特別研究員含む）（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会各種申請関係（外国人特別研究員含む）（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会各種申請関係（外国人特別研究員含む）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会各種申請関係（外国人特別研究員含む）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 日本学術振興会特別研究員関係（外国人特別研究員除く）（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 日本学術振興会特別研究員関係（外国人特別研究員除く）（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 日本学術振興会特別研究員関係（外国人特別研究員除く）（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 日本学術振興会特別研究員関係（外国人特別研究員除く）（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 日本学術振興会 日本学術振興会特別研究員関係（外国人特別研究員除く）（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 評価 年俸制教員の業績評価（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 評価 年俸制教員の業績評価（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 知的財産 発明関係（平成１６～２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 非常勤職員採用関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 非常勤職員採用関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 非常勤職員採用関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 非常勤職員採用関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 非常勤職員採用関係（平成２８年度）1/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 採用関係 非常勤職員採用関係（平成２８年度）2/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 病原性微生物実験関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 病原性微生物実験関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 病原性微生物実験関係（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 病原性微生物実験関係（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 病原性微生物実験関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 病原性微生物実験関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 病原性微生物実験関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 病原性微生物実験関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 許認可等 病原性微生物実験関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 病原性微生物等安全管理委員会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 人事関係 副指導教員資格申請関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 福利厚生関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 福利厚生関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 福利厚生関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 分野責任者会議（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 分野責任者会議（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 分野責任者会議（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 分野責任者会議（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 分野責任者会議（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 分野責任者会議（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 分野責任者会議（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 分野責任者会議（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 分野責任者会議（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成１９年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成２０年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成２１年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成２２年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成２３年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成２４年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成２５年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成２６年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成２７年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大医２００１号以降）（平成２８年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大保健）（平成２０年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大保健）（平成２１年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大保健）（平成２２年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大保健）（平成２３年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大保健）（平成２４年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大保健）（平成２５年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大保健）（平成２６年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大保健）（平成２７年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 文書収受発送簿（海大保健）（平成２８年） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 研修 保健科学院・保健学科FDワークショップ関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 研修関係 保健科学院・保健学科FDワークショップ関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学院教授会議事録（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学院教授会議事録（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学院教授会議事録（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学院教授会議事録（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学院教授会議事録（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学院教授会議事録（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学院教授会議事録（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学院教授会議事録（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学院教授会議事録（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院・保健科学院・医学部保健学科表彰関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院・保健科学院・医学部保健学科表彰関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院・保健科学院・医学部保健学科表彰関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院・保健科学院・医学部保健学科表彰関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院・保健科学院・医学部保健学科表彰関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院客員研究員（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 授与期間満了後5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院客員研究員（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 授与期間満了後5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院客員研究員（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 授与期間満了後5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院客員研究員（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 授与期間満了後5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 保健科学研究院客員研究員（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 授与期間満了後5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学研究院教授会議事録（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学研究院教授会議事録（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学研究院教授会議事録（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学研究院教授会議事録（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学研究院教授会議事録（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学研究院教授会議事録（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学研究院教授会議事録（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学研究院教授会議事録（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健科学研究院教授会議事録（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 保健科学研究院研究助成（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 保健科学研究院研究助成（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 保健科学研究院研究助成（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 保健科学研究院研究助成（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究助成 研究助成 保健科学研究院研究助成（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成１５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医短庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成１６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医短庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成１７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医短庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成２２年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科会議議事録（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科専攻主任会議（平成１７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医短庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科専攻主任会議（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科専攻主任会議（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科専攻主任会議（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科専攻主任会議（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科専攻主任会議（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科専攻主任会議（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科専攻主任会議（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 保健学科専攻主任会議（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理関係（平成２6年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 研究協力 放射性同位元素等管理 放射性同位元素等管理関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 法人文書ファイル関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 調査 法人文書ファイル関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授関係（平成１７～２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授関係（平成２８年度～） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授関係（平成７～１６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医短庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 郵便切手受払簿（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 郵便切手受払簿（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 郵便切手受払簿（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 郵便切手受払簿（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 その他 郵便切手受払簿（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便物発送簿（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便物発送簿（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便物発送簿（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便物発送簿（平成２７年度）1/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便物発送簿（平成２７年度）2/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便物発送簿（平成２８年度）1/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便物発送簿（平成２８年度）2/2 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便料金記録簿（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便料金記録簿（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便料金記録簿（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便料金記録簿（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 庶務関係 文書処理 郵便料金記録簿（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２７年度）1/3 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２７年度）2/3 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２７年度）3/3 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２８年度）1/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２８年度）2/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２８年度）3/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 出張等 旅行命令・依頼簿（平成２８年度）4/4 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理審査委員会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理審査委員会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理委員会（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理委員会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理委員会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理委員会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理委員会臨床研究審査専門委員会（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健学科庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理委員会臨床研究審査専門委員会（平成２３年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理委員会臨床研究審査専門委員会（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理委員会臨床研究審査専門委員会（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理委員会臨床研究審査専門委員会（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理審査委員会保健科学研究院審査専門委員会（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議 学内会議 倫理審査委員会保健科学研究院審査専門委員会（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 臨床指導教授関係（平成２４年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 臨床指導教授関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 臨床指導教授関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 臨床指導教授関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 叙勲・表彰・称号授与等 臨床指導教授関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 労働災害関係（平成１９年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 労働災害関係（平成２０年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 労働災害関係（平成２１年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 労働災害関係（平成２５年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 労働災害関係（平成２６年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 労働災害関係（平成２７年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 人事 その他 労働災害関係（平成２８年度） 医学系事務部保健科学研究院事務課長 保健科学研究院事務課庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 保健科学研究院事務課・事務室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 医学系事務部保健科学研究院事務課庶務担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書室） 図書委員会 図書委員会（平成１８年度） 医療技術短期大学部事務長 図書室 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 附属図書館情報サービス課医学研究科・医学部図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 物品関係（図書室） 帳票関係 物品管理簿 医療技術短期大学部事務長 図書室 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 図書室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 附属図書館情報サービス課医学研究科・医学部図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・回答ほか（図書） 調査・回答ほか 公文書・事務連絡（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・回答ほか（図書） 調査・回答ほか 公文書・事務連絡（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・回答ほか（図書） 調査・回答ほか 公文書・事務連絡（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・回答ほか（図書） 調査・回答ほか 公文書・事務連絡（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成１９年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成２０年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成２１年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成２２年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成２３年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断



医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 報告（図書） 報告 蔵書点検結果報告（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 報告（図書） 報告 蔵書点検結果報告（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 報告（図書） 報告 蔵書点検結果報告（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成１９年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成２０年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成２１年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成２２年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成２３年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成２４年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成２５年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成２６年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成２７年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 物品関係（図書室） 帳票関係 物品管理簿 医療技術短期大学部事務長 図書室 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 医学系事務部保健科学研究院事務課長 附属図書館情報サービス課医学研究科・医学部図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 相互利用 ILL（依頼）（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 相互利用 ILL（受付）（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 貸出・閲覧 学外利用者名簿（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 相互利用 現物貸借（依頼）（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 調査・回答ほか（図書） 調査・回答ほか 公文書・事務連絡（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 会議（図書） 学内会議 図書委員会（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用申請 図書館情報WEBサービス利用申請書（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用申請 図書館利用証発行（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 相互利用 図書室発行の利用紹介状（控）（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 報告（図書） 報告 蔵書点検結果報告（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 相互利用 附属図書館経由の文献複写受付簿（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 支払関係 帳票関係 複写機使用伝票（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 相互利用 文献複写申込（海外依頼分）（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 利用統計 利用統計（年間）（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 副総括文書管理者が判断
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 相互利用 ILL（依頼）（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 相互利用 ILL（受付）（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 貸出・閲覧 学外利用者名簿（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学系事務部保健科学研究院事務課 情報サービス（図書） 相互利用 現物貸借（依頼）（平成２８年度） 附属図書館情報利用支援課長 保健学科図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 保健学科図書室 附属図書館情報利用支援課長 附属図書館情報利用支援課医学研究科・医学部・保健科学研究院図書担当 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 RI施設入退室記録（平成１９年度） 医学部長 放射線取扱主任 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 医学部長 放射線取扱主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 外部被ばく線量測定報告書（平成１９年度） 医学部長 放射線取扱主任 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 学業成績評価基準（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 学業成績評価基準（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 検査技術科学専攻 学業成績評価基準（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 学業成績評価基準（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 学業成績評価基準（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 学業成績評価基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 学業成績評価基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 検査技術科学専攻 学業成績評価基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 学業成績評価基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 学業成績評価基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 学業成績評価基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 学業成績評価基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 学業成績評価基準（平成２7年度） 医学部長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 学業成績評価基準（平成２7年度） 医学部長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 検査技術科学専攻 学業成績評価基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 学業成績評価基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 学業成績評価基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 学生調書（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 学生調書（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 学生調書（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 看護研究Ⅱ抄録集（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 看護研究Ⅱ抄録集（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 看護研究Ⅱ抄録集（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 看護研究Ⅱ抄録集（平成２７年度） 医学部長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・ 保健学科 看護学専攻 卒業論文 医学部長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 健康診断記録（平成１９年度） 医学部長 放射線取扱主任 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 RI実験室 医学部長 放射線取扱主任 副総括文書管理者が判断
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 厚生労働科学研究費補助金関係書類（平成２４年度） 医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 厚生労働科学研究費補助金関係書類（平成２５年度） 医学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 厚生労働科学研究費補助金関係書類（平成２６年度） 医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 厚生労働科学研究費補助金報告書（平成２４年度） 医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 厚生労働科学研究費補助金報告書（平成２５年度） 医学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 厚生労働科学研究費補助金報告書（平成２６年度） 医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 国立大学診療放射線技師教育施設協議会関係（平成２６年度） 医学部長 専攻主任 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 専攻主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 指導学生の身上書（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 指導学生の身上書（平成２７年度） 医学部長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 指導学生の身上書（平成２８年度） 医学部長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 指導学生の内申書・推薦書（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 検査技術科学専攻 指導学生の内申書・推薦書（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 専攻会議関連文書（平成２６年度） 医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 専攻主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 専攻会議関連文書（平成２６年度） 医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 専攻主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 専攻会議関連文書（平成２６年度） 医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 専攻主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 専攻会議資料（平成２６年度） 医学部長 専攻主任 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 専攻主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 専攻会議録（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄



医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 全国国立大学法人助産師教育専任教員会議（平成２６年度） 医学部保健学科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部保健学科長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 全国助産師教育機関協議会（平成２６年度） 医学部保健学科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部保健学科長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 全国診療放射線技師教育施設協議会関係（平成26年度） 医学部長 専攻主任 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 専攻主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 全国保健師教育機関協議会（平成２６年度） 医学部保健学科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 医学部保健学科長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 卒業論文（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 卒業論文（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 卒業論文（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 卒業論文（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 卒業論文（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 卒業論文（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 卒業論文（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 卒業論文（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 卒業論文（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 定期試験問題（平成２４年度） 医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 各科目担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 定期試験問題（平成２４年度） 医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 各科目担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 検査技術科学専攻 定期試験問題（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 定期試験問題（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 定期試験問題（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 定期試験問題（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 定期試験問題（平成２５年度） 医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 各科目担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 定期試験問題（平成２５年度） 医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 各科目担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 検査技術科学専攻 定期試験問題（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 定期試験問題（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 定期試験問題（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 定期試験問題（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 定期試験問題（平成２６年度） 医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 各科目担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 定期試験問題（平成２６年度） 医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 各科目担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 定期試験問題（平成２７年度） 医学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 医学部長 各科目担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 定期試験問題（平成２７年度） 医学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 各科目担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 検査技術科学専攻 定期試験問題（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 作業療法学専攻 定期試験問題（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 定期試験問題（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 定期試験問題（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 定期試験問題（平成２７年度） 医学部長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 定期試験問題（平成２８年度） 医学部長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 編入学試験合否判定基準（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入学試験合否判定基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 編入学試験合否判定基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入学試験合否判定基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 編入学試験合否判定基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入学試験合否判定基準（平成２７年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 編入学試験採点基準（平成２４年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入学試験採点基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 編入学試験採点基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入学試験採点基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 理学療法学専攻 編入学試験採点基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入学試験採点基準（平成２７年度） 医学部長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入生単位認定判定基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入生単位認定判定基準（平成２５年度） 医学部長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入生単位認定判定基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 看護学専攻 編入生単位認定判定基準（平成２６年度） 医学部長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 医学部長 担当教員 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 放射性同位元素（購入・譲受・譲渡）申請書（平成１９年度） 医学部長 放射線取扱主任 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 医学部長 放射線取扱主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 放射線施設関係記録簿（平成１９年度） 医学部長 放射線取扱主任 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 医学部長 放射線取扱主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 放射線施設点検記録簿（平成１９年度） 医学部長 放射線取扱主任 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 医学部長 放射線取扱主任 廃棄
医学研究科・医学部 保健学科 放射線技術科学専攻 放射線施設登録者名簿（平成１９年度） 医学部長 放射線取扱主任 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 RI実験室 医学部長 放射線取扱主任 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ勉強会記録関係 ＮＳＴ勉強会出席者名簿（平成２３年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ委員会議議事要旨（平成２４年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ介入記録（平成２４年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ勉強会記録関係 ＮＳＴ勉強会出席者名簿（平成２４年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ委員会議議事要旨（平成２５年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ介入記録（平成２５年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ勉強会記録関係 ＮＳＴ勉強会出席者名簿（平成２５年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ委員会議議事要旨（平成２６年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ介入記録（平成２６年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ勉強会記録関係 ＮＳＴ勉強会出席者名簿（平成２６年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ委員会議議事要旨（平成２７年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ介入記録（平成２７年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ勉強会記録関係 ＮＳＴ勉強会出席者名簿（平成２７年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 乳腺・内分泌外科 乳腺・内分泌外科 各種研究助成金に関する資料（平成２４年度） 北海道大学病院長 乳腺・内分泌外科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 乳腺・内分泌外科 北海道大学病院長 担当教員 廃棄
北海道大学病院 乳腺外科 乳腺外科 各種研究助成金に関する資料（平成２５年度） 北海道大学病院長 乳腺外科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 乳腺外科 北海道大学病院長 担当教員 廃棄
北海道大学病院 乳腺外科 乳腺外科 各種研究助成金に関する資料（平成２６年度） 北海道大学病院長 乳腺外科 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 乳腺外科 北海道大学病院長 担当教員 廃棄
北海道大学病院 乳腺外科 乳腺外科 各種研究助成金に関する資料（平成２７年度） 北海道大学病院長 乳腺外科 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 乳腺外科 北海道大学病院長 担当教員 廃棄
北海道大学病院 乳腺外科 乳腺外科 各種研究助成金に関する資料（平成２７年度） 北海道大学病院長 乳腺外科 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 乳腺外科 北海道大学病院長 担当教員 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 検食簿（平成２４年度） 栄養管理部 栄養管理部 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 献立表（一般食・特別食）（平成２４年度） 栄養管理部 栄養管理部 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 残査調査（平成２４年度） 栄養管理部 栄養管理部 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 嗜好調査集計表（平成２４年度） 栄養管理部 栄養管理部 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養カルテ（平成２４年度） 栄養管理部 栄養管理部 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導依頼箋（平成２４年度） 栄養管理部 栄養管理部 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導報告書（平成２４年度） 栄養管理部 栄養管理部 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 栄養委員会会議（平成２５年度） 栄養管理部 栄養管理部 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 検食簿（平成２５年度） 栄養管理部 栄養管理部 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄



北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 献立表（一般食・特別食）（平成２５年度） 栄養管理部 栄養管理部 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 残査調査（平成２５年度） 栄養管理部 栄養管理部 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 嗜好調査集計表（平成２５年度） 栄養管理部 栄養管理部 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養カルテ（平成２５年度） 栄養管理部 栄養管理部 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導依頼箋（平成２５年度） 栄養管理部 栄養管理部 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導報告書（平成２５年度） 栄養管理部 栄養管理部 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 栄養委員会会議（平成２６年度） 栄養管理部 栄養管理部 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 検食簿（平成２６年度） 栄養管理部 栄養管理部 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 献立表（一般食・特別食）（平成２６年度） 栄養管理部 栄養管理部 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 残査調査（平成２６年度） 栄養管理部 栄養管理部 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 嗜好調査集計表（平成２６年度） 栄養管理部 栄養管理部 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養カルテ（平成２６年度） 栄養管理部 栄養管理部 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導依頼箋（平成２６年度） 栄養管理部 栄養管理部 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導報告書（平成２６年度） 栄養管理部 栄養管理部 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 栄養委員会会議（平成２７年度） 栄養管理部 栄養管理部 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 検食簿（平成２７年度） 栄養管理部 栄養管理部 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 献立表（一般食・特別食）（平成２７年度） 栄養管理部 栄養管理部 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 残査調査（平成２７年度） 栄養管理部 栄養管理部 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 嗜好調査集計表（平成２７年度） 栄養管理部 栄養管理部 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養カルテ（平成２７年度） 栄養管理部 栄養管理部 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導依頼箋（平成２７年度） 栄養管理部 栄養管理部 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導報告書（平成２７年度） 栄養管理部 栄養管理部 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 技工室　連絡会議事録（平成２４年度） 生体技工部 生体技工部 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 歯科技工士指示書（平成２４年度） 技工室 技工室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 技工室　連絡会議事録（平成２５年度） 生体技工部 生体技工部 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 歯科技工士指示書（平成２５年度） 技工室 技工室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 技工室　連絡会議事録（平成２６年度） 生体技工部 生体技工部 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 歯科技工士指示書（平成２６年度） 技工室 技工室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 技工室　連絡会議事録（平成２７年度） 生体技工部 生体技工部 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 歯科技工士指示書（平成２７年度） 技工室 技工室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 技工室　連絡会議事録（平成２８年度） 生体技工部 生体技工部 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 生体技工部 生体技工部 歯科技工士指示書（平成２８年度） 技工室 技工室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 生体技工部 北海道大学病院生体技工部 北海道大学病院生体技工部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等測定記録（平成２４年度） 放射線室 放射線室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線管理区域等測定記録（平成２４年度） 放射線室 放射線室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等使用記録（平成２４年度） 放射線室 放射線室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射性同位元素等購入・使用・廃棄記録（平成２４年度） 放射線室 放射線室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線施設等点検記録（平成２４年度） 放射線室 放射線室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等測定記録（平成２５年度） 放射線室 放射線室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線管理区域等測定記録（平成２５年度） 放射線室 放射線室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等使用記録（平成２５年度） 放射線室 放射線室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射性同位元素等購入・使用・廃棄記録（平成２５年度） 放射線室 放射線室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線施設等点検記録（平成２５年度） 放射線室 放射線室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等測定記録（平成２６年度） 放射線室 放射線室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線管理区域等測定記録（平成２６年度） 放射線室 放射線室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等使用記録（平成２６年度） 放射線室 放射線室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射性同位元素等購入・使用・廃棄記録（平成２６年度） 放射線室 放射線室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線施設等点検記録（平成２６年度） 放射線室 放射線室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等測定記録（平成２７年度） 放射線室 放射線室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線管理区域等測定記録（平成２７年度） 放射線室 放射線室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等使用記録（平成２７年度） 放射線室 放射線室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射性同位元素等購入・使用・廃棄記録（平成２７年度） 放射線室 放射線室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線施設等点検記録（平成２７年度） 放射線室 放射線室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ委員会議議事要旨（平成２８年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ記録関係 ＮＳＴ介入記録（平成２８年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 ＮＳＴ関係 ＮＳＴ勉強会記録関係 ＮＳＴ勉強会出席者名簿（平成２８年度） ＮＳＴ事務局 ＮＳＴ事務局 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 栄養委員会会議（平成２８年度） 栄養管理部 栄養管理部 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 検食簿（平成２８年度） 栄養管理部 栄養管理部 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 献立表（一般食・特別食）（平成２８年度） 栄養管理部 栄養管理部 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 残査調査（平成２８年度） 栄養管理部 栄養管理部 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養管理 嗜好調査集計表（平成２８年度） 栄養管理部 栄養管理部 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養カルテ（平成２８年度） 栄養管理部 栄養管理部 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導依頼箋（平成２８年度） 栄養管理部 栄養管理部 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 患者給食・栄養関係 栄養指導 栄養指導報告書（平成２８年度） 栄養管理部 栄養管理部 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 北海道大学病院栄養管理部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等測定記録（平成２８年度） 放射線室 放射線室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線管理区域等測定記録（平成２８年度） 放射線室 放射線室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線発生装置、照射装置等使用記録（平成２８年度） 放射線室 放射線室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射性同位元素等購入・使用・廃棄記録（平成２８年度） 放射線室 放射線室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 放射線部 放射線部 放射線施設等点検記録（平成２８年度） 放射線室 放射線室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 放射線部 北海道大学病院放射線部 北海道大学病院放射線部 廃棄
北海道大学病院 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 研究終了後5年 未定 紙 北海道大学病院臨床研究監理部 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 北海道大学病院臨床研究監理部 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 北海道大学病院臨床研究監理部 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 北海道大学病院臨床研究監理部 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 北海道大学病院臨床研究監理部 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 北海道大学病院臨床研究監理部 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄



北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院総務課 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院総務課 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院総務課 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院総務課 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院総務課 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院総務課 利益相反関係 利益相反関係 利益相反関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院臨床研究監理部長 北海道大学病院臨床研究監理部 廃棄
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 法・規則等の通知 学内規程関係（学内規程等の通知）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法令 本院の内規等 本院内規・要項等（制定・改正伺）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量保告書（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量保告書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量保告書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 法規担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 法規担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 研究協力担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 診療用放射性同位元素等取扱者の健康診断実施通知（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 1996年度 1997/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 1997年度 1998/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 1998年度 1999/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 1999年度 2000/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2003年度 2004/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2004年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2005年度 2006/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄



北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量報告書（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2005年度 2006/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量報告書（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量報告書（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量報告書（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量報告書（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量報告書（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 放射線個人線量当量算定結果通知（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 1996年度 1997/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 放射線個人線量当量算定結果通知（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 1997年度 1998/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 放射線個人線量当量算定結果通知（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 1998年度 1999/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 放射線個人線量当量算定結果通知（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 1999年度 2000/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 放射線個人線量当量算定結果通知（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 放射線個人線量当量算定結果通知（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 課長補佐 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 放射線個人線量当量算定結果通知（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 法規担当 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 放射線個人線量当量算定結果通知（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 法規担当 2003年度 2004/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 放射線個人線量当量算定結果通知（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 法規担当 2004年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 分限・育児休業 分限・育児休業 休職関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 分限・育児休業 分限・育児休業 休職関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 分限・育児休業 分限・育児休業 （育児休業）共済掛金免除申請等（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 分限・育児休業 分限・育児休業 休職関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 分限・育児休業 分限・育児休業 休職・派遣・育児休業台帳 北海道大学病院総務課長 職員掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 福利・厚生 職員厚生事業 円山動物園利用券申込書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険・雇用保険 臨床研修医　社会保険・厚生年金・雇用保険(平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険・雇用保険 臨床研修医　社会保険・雇用保険(平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 産前産後休業掛金免除（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 産前産後休業掛金免除（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 産前産後休業掛金免除（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 産前産後休業掛金免除（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 （育児休業）共済掛金免除申請等（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄



北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 医療関係者賠償責任保険関係 医療関係者賠償責任保険（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 医療賠償責任保険 医療賠償責任保険（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 医療賠償責任保険 医療賠償責任保険（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 医療賠償責任保険 医療賠償責任保険（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 財形貯蓄 財形貯蓄関係 北海道大学病院総務課長 職員掛 1996年度 1997/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿 北海道大学病院総務課長 職員掛 1996年度 1997/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 社会保険関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 社会保険関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 社会保険関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 社会保険関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 社会保険関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 医療賠償責任保険 医療賠償責任保険（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 医員雇用保険関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 医員社会保険関係　資格取得・喪失フォーマット（平成２７ 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 医員社会保険関係　異動届等（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 超過勤務命令簿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 地域医療支援室関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師紹介要請諾否検討依頼書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師未定（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 勤務時間割振表（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 欠勤届（非常勤職員）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（医員）関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（単発）関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 宿日直割振関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 代休・振替通知簿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 長期病休者報告（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 超過勤務命令簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 地域医療支援室関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師紹介要請諾否検討依頼書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師未定（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 病気休暇・特別休暇（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　病休・特休（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 勤務時間割振表（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 勤務時間割振表（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 欠勤届（非常勤職員）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 欠勤届（医員）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 宿日直割振関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 就業管理システム関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 代休・振替通知簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（教員）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業従事時間報告書 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（特任）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（看護部）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（診療支援部）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（医員）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 超過勤務実績簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 超過勤務命令簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 地域医療支援室関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師紹介要請諾否検討依頼書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師未定（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 病気休暇・特別休暇（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　病休・特休（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業・諸手当 勤務時間割振・諸手当（医員）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　勤務時間割振表（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 その他　勤務時間割振表（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 医員（大学院生）関係綴【勤務時間及び給与】（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 欠勤届（医員）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 宿日直割振関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄



北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 就業管理システム関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 代休・振替通知簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（教員）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業従事時間報告書 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（特任）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（看護部）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 診療支援部兼業（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 診療支援部単発兼業（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（医員）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業状況報告書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 超過勤務命令簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 労務管理システム関係（看護部・診療支援部・薬剤部）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 診療支援部等労務管理システム 平成25年10月～ 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 災害医療関係（平成２２年度～平成２４年） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 災害医療関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 災害医療関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 災害医療関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 入院患者不在者投票関係（平成０５年度～平成０７年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 入院患者不在者投票関係（平成０８年度～平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 登録申請 保険医登録関係（平成１０年度～平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 登録申請 保険医登録関係（平成１２年度～平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 入院患者不在者投票関係（平成１２年度～平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 東日本大震災関係(1)医療救護班・現地情報等 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 東日本大震災関係(2)災害対策本部・ＤＭＡＴ等 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 東日本大震災関係(3)関係機関からの通知等 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 東日本大震災関係(4)起案 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 東日本大震災関係(5)派遣物資・その他 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護師（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（昭和６２年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 人事関係 身上調書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（大学院生）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護師（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（昭和６３年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 人事関係 身上調書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（大学院生）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護師（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成元年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 人事関係 身上調書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（大学院生）関係綴【通知及び発令】（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員当初採用予定者名簿 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護師（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成０２年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 人事関係 身上調書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護部人事（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成０３年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護部人事（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄



北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成０４年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護部人事（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成０５年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護部人事（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成０６年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護部人事（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成０７年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（ＩＣＵ・麻酔科サポート） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（すくすく育児支援プラン） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（ＷＧ） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 人事記録 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 退職後5年 未定 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 退職者名簿 北海道大学病院総務課長 人事掛 1968年度 1969/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査・報告 調査・報告 調査（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査・報告 調査・報告 調査（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査・アンケート関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 診療用放射性同位元素の年間使用予定数量（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 放射線管理状況報告書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 針刺し・切創事故報告書（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査・アンケート関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 診療用放射性同位元素の年間使用予定数量（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 放射線管理状況報告書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 針刺し・切創事故報告書（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査・アンケート関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 診療用放射性同位元素の年間使用予定数量（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 放射線管理状況報告書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 針刺し・切創事故報告書（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査・アンケート関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 診療用放射性同位元素の年間使用予定数量（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 放射線管理状況報告書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 針刺し・切創事故報告書（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 針刺し・切創事故報告書（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 針刺し・切創事故報告書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 針刺し・切創事故報告書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 針刺し・切創事故報告書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査関係（医員）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断



北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 病院長会議医科卒後臨床研修協議会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 北海道臨床研修病院連絡協議会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）研修管理委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）専門委員会作業部会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）専門委員会連絡会議（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）ＥＰＯＣ関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）マッチング関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）学生実習（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）研修医への通知連絡（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）セミナー・研修・講演会等（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）異動後医師研修（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）指導医のためのワークショップ（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請関係（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請関係／年次報告（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）北海道厚生局通知（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）臨床研修補助金（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 協力病院・協力施設（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 研修医オリエンテーション（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 調査・照会・回答（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （医科）研修医採用試験関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （医科）後期研修（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 歯科医師臨床研修状況の相互訪問調査（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （歯科）研修医採用試験関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）臨床研修補助金（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請関係（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 病院長会議医科卒後臨床研修協議会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 北海道臨床研修病院連絡協議会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）研修管理委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）専門委員会作業部会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）専門委員会連絡会議（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）ＥＰＯＣ（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）マッチング関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）学生実習（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）研修医への通知連絡（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）研修医への通知連絡（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）セミナー・研修・講演会等（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）セミナー・研修・講演会等（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2016/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）異動後医師研修（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）異動後医師研修（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）指導医のためのワークショップ（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）指導医のためのワークショップ（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請関係（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請関係／年次報告（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）北海道厚生局通知（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）臨床研修補助金（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 協力病院・協力施設（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 協力病院・協力施設（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 研修医オリエンテーション（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 研修医オリエンテーション（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 調査・照会・回答（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （医科）研修医採用試験関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （医科）後期研修（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 歯科医師臨床研修状況の相互訪問調査（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （歯科）研修医採用試験関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）臨床研修補助金（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請関係（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 病院長会議医科卒後臨床研修協議会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 北海道臨床研修病院連絡協議会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 （医科）研修管理委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）専門委員会連絡会議（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）マッチング関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄



北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請関係（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請関係／年次報告（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）北海道厚生局通知（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）臨床研修補助金（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 調査・照会・回答（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （医科）研修医採用試験関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 歯科医師の救急救命研修（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 歯科指導医講習会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 歯科医師臨床研修状況の相互訪問調査（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （歯科）研修医採用試験関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請関係（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 病院長会議医科卒後臨床研修協議会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 病院長会議医科卒後臨床研修協議会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 北海道臨床研修病院連絡協議会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 北海道臨床研修病院連絡協議会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 （医科）研修管理委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）専門委員会連絡会議（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）内科研修委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 専門研修 学内会議 （医科）内科研修委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 会議 （医科）研修管理委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 学内会議 （医科）内科研修プログラム管理委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 専門研修 学内会議 （医科）内科研修プログラム管理委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 専門研修 学内会議 （医科）外科研修プログラム管理委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 専門研修 専門医 専門医制度（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）マッチング（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）マッチング（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 包括的交流事業（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請／年次報告（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請／年次報告（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 大学年始編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）北海道厚生局通知（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）北海道厚生局通知（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）臨床研修補助金（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）臨床研修補助金（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 調査・照会・回答（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 調査・照会・回答（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （医科）研修医採用試験（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （医科）研修医採用試験（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 歯科医師の救急救命研修（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 歯科指導医講習会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 歯科指導医講習会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 歯科医師臨床研修状況の相互訪問調査（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （歯科）研修医採用試験（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 採用関係 （歯科）研修医採用試験（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）卒後臨床研修プログラム申請関係／年次報告（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請関係／年次報告（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請関係／年次報告（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請関係／年次報告（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）臨床研修補助金（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請関係／年次報告（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （医科）修了判定（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）臨床研修補助金（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）臨床研修補助金（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請関係／年次報告（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 （歯科）卒後臨床研修プログラム申請／年次報告（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 大学年始編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 JMECC（内科救急・ＩＣＬ講習会）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 逆たすきがけ研修（他院プログラム研修医の当院研修）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 逆たすきがけ研修（他院プログラム研修医の当院研修）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 卒後臨床研修 研修 逆たすきがけ研修（他院プログラム研修医の当院研修）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 マニュアル関係（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 マニュアル関係（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 臓器移植関係（平成２１年） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 臓器移植関係（平成２２年） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 臓器移植関係（平成２３年） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄



北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 臓器移植関係（平成２４年） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 臓器移植関係（平成２５年） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 臓器移植関係（平成２６年） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 臓器移植関係（平成２７年） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修 研修関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課生涯研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 勤務時間報告書 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　研修命令書(平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 社会保険・厚生年金・雇用保険 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 通勤手当届・認定簿・寒冷地手当 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 年次休暇簿・特別休暇簿 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 実習制度 個人情報保護誓約書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修 研修関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修 研修受入（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 勤務時間報告書 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　研修命令書(平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 実習制度 個人情報保護誓約書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 実習制度 個人情報保護誓約書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修 多職種合同研修（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修 多職種合同研修（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 受入･申請･会議 外国人医師の臨床修練（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 勤務時間報告書 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　研修命令書(平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医人事関係 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医人事関係 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医人事関係 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医人事関係 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医人事関係 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医人事関係 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医人事関係 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医人事関係 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医人事関係 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 人事関係 人事その他 人事雑件（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 人事関係 人事その他 人事雑件（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤用チケット タクシーチケット・加算額マスター台帳（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（役職加算）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届および寒冷地手当世帯区分（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤用チケット 夜間看護加算について（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤用チケット タクシーチケット・加算額マスター台帳（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届および寒冷地手当世帯区分（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤用チケット 夜間看護加算について（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤手当 臨床研修医　通勤手当届・認定簿(平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 住居手当 住居届 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 初任給調整手当 初任給調整手当支給調書 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 支給事由消滅から3年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任届 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤・住居手当 通勤・住居届 北海道大学病院総務課長 人事掛 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤手当 通勤届 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 扶養手当 扶養親族認定簿 北海道大学病院総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄



北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤手当 臨床研修医通勤手当認定簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤手当 臨床研修医通勤手当認定簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤手当 医員通勤手当認定簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 証明書関係 認定医・認定施設関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 入試関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 大学情報データベース 大学情報データベース関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 大学情報データベース 大学情報データベース関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 名簿関係 北海道大学職員録（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 補助金関係 補助金関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 通知・規程 通知・規程関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種委員会関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 報道・取材・見学等（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 要望書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 国際関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種出版物原稿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 個人情報保護関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 職員証（医員分ICカード）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 証明書関係 認定医・認定施設関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 入試関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 大学情報データベース 大学情報データベース関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 名簿関係 北海道大学職員録（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 補助金関係 補助金関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 通知・規程 通知・規程関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種委員会関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 報道・取材・見学等（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種出版物原稿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 個人情報保護関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 職員ICカード（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 証明書関係 認定医・認定施設関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 入試関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 大学情報データベース 大学情報データベース関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 名簿関係 北海道大学職員録（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 補助金関係 補助金関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 通知・規程 通知・規程関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種委員会関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 報道・取材・見学等（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種出版物原稿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 職員ICカード（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 証明書関係 認定医・認定施設関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 入試関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 名簿関係 北海道大学職員録（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 補助金関係 補助金関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 通知・規程 通知・規程関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種委員会関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 職員ICカード（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 補助金関係 札幌市産婦人科救急医療体制 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 労務管理関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 労務管理関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 労務管理関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 労務管理関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 労務管理関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 移送費関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 研修申請書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 出張報告書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 旅行命令簿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 移送費関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 研修申請書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 旅行命令簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 移送費関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 旅行命令簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 移送費関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 旅行命令簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 資料 本院の資料 北海道大学病院概要 北海道大学病院総務課長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 資料 本院の資料 医学部附属病院概要 北海道大学病院総務課長 総務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 資料 本院の資料 例規集 北海道大学病院総務課長 法規担当 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 産学官連携 受入事業 研修登録医（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 産学官連携 受入事業 受託実習生（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 産学官連携 受入事業 病院研修生（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 産学官連携 受入事業 研修登録医（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 産学官連携 受入事業 研修登録医（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 産学官連携 受入事業 受託実習生（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 産学官連携 受入事業 病院研修生（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 産学官連携 受入事業 病院研修生（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄



北海道大学病院総務課 産学官連携 受入事業 受託実習生（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 臨床研修係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 歳出 旅費・謝金関係 債務計上票（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 歳出 旅費・謝金関係 債務計上票（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 歳出 旅費・謝金関係 債務計上票（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 歳出 旅費・謝金関係 債務計上票（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 歳出 旅費・謝金関係 債務計上票（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 歳出 旅費・謝金関係 債務計上票（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 歳出 旅費・謝金関係 債務計上票（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 歳出 旅費・謝金関係 債務計上票（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務課人事係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 歳出 旅費・謝金関係 債務計上票（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 行政評価・監視 行政評価・監視 行政評価・監視（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 公開講座 公開講座 公開講座（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 公開講座 公開講座 公開講座（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 公開講座 公開講座 公開講座（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 公開講座 公開講座 公開講座（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 結核検診 結核検診関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 調査・回答・報告 健康診断関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 結核検診 結核検診関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 調査・回答・報告 健康診断関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 調査・回答・報告 健康診断関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 調査・回答・報告 健康診断関係（平成２7年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 調査・回答・報告 生活習慣病・水道法・給食関係検査（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 安全衛生 総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医選任・報告等関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 勤務評定 勤務評定 勤務評定（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 勤務評定 勤務評定 勤務評定（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 勤務評定 勤務評定 勤務評定（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 人事掛 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 給与関係 給与証明等発行願い（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２4年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 給与関係 給与証明等発行願い（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務課人事係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 給与関係 給与証明等発行願い（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 給与関係 口座振込申込書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 給与関係 口座振込申込書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務課人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務課人事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 給与関係 口座振込申込書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務課給与係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 社会保険関係 社会保険関係（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 社会保険関係 社会保険（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 社会保険関係 社会保険（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 社会保険関係 社会保険（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 社会保険関係 社会保険（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 社会保険関係 社会保険（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 社会保険関係 社会保険（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 社会保険関係 社会保険（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄



北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 女性医師等就労支援事業補助金関係 女性医師等就労支援室(平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 女性医師等就労支援事業補助金関係 女性医師等就労支援室(平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課給与係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 科学研究費補助金関係 債務計上票（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 管理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学病院課長・実務担当者会議（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学病院事務部長会議等（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学病院部門会議等（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学附属病院長会議等（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学病院課長・実務担当者会議（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院倫理委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 ＨＩＶ感染症対策委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 個人情報保護委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北海道大学病院病後児保育室運営委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北海道大学病院病後児保育室関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北大病院保育園ポプラ運営委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北大病院保育園ポプラ関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 医師臨床研修専門委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 受人・申請・会議 外国人医師の臨床修練関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 歯科医師臨床研修専門委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学病院事務部長会議等（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学病院部門会議等（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学附属病院長会議等（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学病院課長・実務担当者会議（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院倫理委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 個人情報保護委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 国際委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 広報委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 診療支援部委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北海道大学病院病後児保育室運営委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北海道大学病院病後児保育室関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄



北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北大病院保育園ポプラ運営委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北大病院保育園ポプラ関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 医師臨床研修専門委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 受人・申請・会議 外国人医師の臨床修練関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 歯科医師臨床研修専門委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学病院事務部長会議等（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学病院部門会議等（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学附属病院長会議等（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学病院課長・実務担当者会議（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院倫理委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 個人情報保護委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 個人情報保護委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 国際委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 広報委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 診療支援部委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 医師臨床研修専門委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 受人・申請・会議 外国人医師の臨床修練関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 歯科医師臨床研修専門委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学病院事務部長会議等（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学病院部門会議等（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学附属病院長会議等（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学病院課長・実務担当者会議（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院倫理委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 国際委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 広報委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 診療支援部委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北海道大学病院病後児保育室関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北大病院保育園ポプラ運営委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 医師臨床研修専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 受人・申請・会議 外国人医師の臨床修練（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 歯科医師臨床研修専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 歯科医師臨床研修管理委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北海道大学病院病後児保育室運営委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北大病院保育園ポプラ関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国医学部長病院長会議被災地医療支援委員会(平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国医学部長病院長会議被災地医療支援委員会(平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国医学部長病院長会議被災地医療支援委員会(平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国医学部長病院長会議被災地医療支援委員会(平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（昭和５６年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（昭和６３年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成元年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成０２年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成０３年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成０４年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成０５年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成０６年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成０７年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 科長会議事録（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 医科診療科会議議事録（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断



北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 総務委員会（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 総務委員会（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 総務委員会（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 総務委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 総務委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 総務委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 総務委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 常置委員会（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 常置委員会（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 常置委員会（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 常置委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 常置委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 常置委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 常置委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 医員問題検討委員会（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 平成２８年度以降におけるＩＣＵサポート検討ＷＧ（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成０３年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成０３年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成０４年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成０４年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成０４年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成０５年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成０５年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成０５年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成０６年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成０６年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成０６年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成０７年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成０７年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成０７年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医師等業務従事者の届出（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医師等業務従事者の届出（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄



北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医師等業務従事者の届出（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医師等業務従事者の届出（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医師等業務従事者の届出（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 放射線防護関係手続 放射線照射装置関係手続（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医師等業務従事者の届出（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 保険医登録（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成０３年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成０４年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成０５年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成０６年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成０７年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医療機器関係手続（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成０３年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成０４年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成０５年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成０６年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成０７年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 開設及びその変更関係手続（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 機械等設置届（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成０３年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成０４年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成０５年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成０６年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成０７年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成０８年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成０９年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１０年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断



北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１１年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１２年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１３年度） 北海道大学病院総務課長 企画調査掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１４年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１５年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１６年度） 北海道大学病院総務課長 病院企画担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１７年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 法令に基づく医療機関の指定のための届出（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 労務管理関係 報告 再就職届出(平成２７年度) 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労務管理関係 報告 労使協定特別条項適用通知書(平成２７年度) 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労務管理関係 労働基準監督署関係 労働基準監督署是正報告書(平成２７年度) 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 補助事業 国等の補助事業 北海道補助金事業地域医療再生計画事業関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 補助事業 国等の補助事業 女性医師等就労支援事業（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入構証関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園申込書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ行事関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 病後児保育室利用状況・保育日誌（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入構証関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ保育日誌（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園申込書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ行事関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 職員厚生事業 レクリエーション用具関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 病後児保育室利用状況・保育日誌（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入構証関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ保育日誌（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園申込書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ行事関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 病後児保育室利用状況・保育日誌（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入構証関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ保育日誌（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園申込書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ行事関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 専門研修 専門医 専門医制度（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 卒後臨床研修係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課臨床研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 ＨＩＶ 会議・申請・報告・調査 ＨＩＶ関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 ＨＩＶ 学内会議 ＨＩＶ感染症対策委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 ＨＩＶ 会議・申請・報告・調査 ＨＩＶ関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 ＨＩＶ 学内会議 ＨＩＶ感染症対策委員会（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 ＨＩＶ 学内会議 ＨＩＶ感染症対策委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 ＲＩ健診（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 病気休暇・特別休暇（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　病休・特休（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　勤務時間割振表（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 その他　勤務時間割振表（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　勤務実績（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 医員（大学院生）関係綴【勤務時間及び給与】（平成２7年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 欠勤届（医員以外）（平成２７年度～） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 欠勤届（医員）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 宿日直割振関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 就業管理システム関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 代休・振替通知簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 長期病休者報告（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 医員超過勤務実績簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 教員超過勤務実績簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 就業禁止（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 社会保険労務士関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 臨床研修医　勤務時間報告書(平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄



北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 臨床研修医　勤務時間報告書(平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 臨床研修医　勤務時間報告書(平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 臨床研修医　勤務時間報告書(平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 地域医療支援室関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師紹介要請（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師紹介要請諾否検討依頼書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師未定（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業・諸手当 勤務時間割振・諸手当（医員）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（教員）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業従事時間報告書 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業2-1 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業1-1 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（特任）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（看護部）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 診療支援部兼業（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 診療支援部単発兼業（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（医員）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業状況報告書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 （育児休業）共済掛金免除申請等（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 （育児休業）共済掛金免除申請等（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険・雇用保険 臨床研修医　社会保険・雇用保険(平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 生涯研修係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 調査・回答・報告 医師の他医療機関における勤務実態調査（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 調査・回答・報告 職員満足度調査（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 調査・回答・報告 職員満足度調査（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量報告書（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量報告書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 総括報告書（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（大学院生）関係綴【通知及び発令】（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 発令及び労働条件通知書［写］（医員）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（すくすく育児支援プラン）（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 臨床研修医　採用・退職人事データ他(平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 臨床研修医　異動データ・研修命令書他(平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 分限・育児休業 分限・育児休業 休職関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 名簿関係 北海道大学職員録（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 報道・取材・見学等（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 国際関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 国立大学附属病院長会議　国際化ＰＴ（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種出版物原稿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 個人情報保護関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 個人情報保護委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 広報委員会（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 文書処理 その他文書（郵便関係） 書留収受簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 その他文書（郵便関係） 宅配便収受簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手受払簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便切手等払出内訳簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大病）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 災害医療関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 診療用放射性同位元素の年間使用予定数量（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 報告 特定機能病院業務関係報告（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 臓器移植 移植・提供 臓器移植関係（平成２８年） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 診療従事者届 診療従事者届 診療の届出（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 慶弔 祝電・弔電（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 チケット使用簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 マスターコーディングシート（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 会議室使用申込書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 庶務関係雑件（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 移送費関係（平成２８年度）① 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 移送費関係（平成２８年度）② 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 大学情報データベース 大学情報データベース関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 証明書関係 認定医・認定施設関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 入試関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 名簿関係 北海道大学職員録（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 補助金関係 補助金関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 通知・規程 通知・規程関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄



北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種委員会関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 公印 公印 公印使用簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 患者の不在者投票 患者の不在者投票 患者の不在者投票関係書類（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学病院事務部長会議等（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国国立大学附属病院長会議等（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学病院課長・実務担当者会議（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院倫理委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 医療技術部部委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国医学部長病院長会議被災地医療支援委員会(平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 全国医学部長病院長会議被災地医療支援委員会(平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院運営会議議事録（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 病院業務連絡会議（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 総務委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 常置委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 電波法関係手続 電波法関係手続（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 医師等業務従事者の届出（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 ＨＩＶ 会議・申請・報告・調査 ＨＩＶ関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 ＨＩＶ 学内会議 ＨＩＶ感染症対策委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 諸証明書関係 諸証明（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 雇用保険関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 人事関係 身上調書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 一般（Ａ），一般（Ｂ），医療（Ａ）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 看護部人事（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 定員内職員 教員（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 非正規職員異動台帳（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 職員異動台帳（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 台帳 退職手当台帳搭載報告（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査・報告 調査・報告 調査（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修 研修関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 人事関係 人事その他 人事雑件（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 栄典・表彰（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤用チケット タクシーチケット・加算額マスター台帳（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届および寒冷地手当世帯区分（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤用チケット 夜間看護加算について（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 期末・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２8年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 研修申請書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 出張等 出張等 旅行命令簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 勤務評定 勤務評定 勤務評定（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 年俸制教員の業績評価 年俸制教員の業績評価 年俸制教員の業績評価（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与決定関係 給与関係 給与（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 給与 社会保険関係 社会保険（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 人事係 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課人事係 廃棄
北海道大学病院総務課 公開講座 公開講座 公開講座（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 名簿関係 北海道大学職員録（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 報道・取材・見学等（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 国際関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学外会議 国立大学附属病院長会議　国際化ＰＴ（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 各種出版物原稿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 広報・情報公開 情報公開 行政文書開示・不開示関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 個人情報保護関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 個人情報保護委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 広報委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 広報・国際企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課広報・国際企画係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 医療賠償責任保険 医療賠償責任保険（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 ガラスバッジお届け票控え（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 職員ICカード（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労務管理関係 証明書関係 医員・研修医証明書(平成２８年度) 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労務管理関係 証明書関係 給与に関する証明書等(平成２８年度) 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（大学院生）関係綴【通知及び発令】（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 医員関係（すくすく育児支援プラン）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 服務 兼業 地域医療支援室関係（平成２8年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師紹介要請（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師紹介要請諾否検討依頼書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医師未定（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 病院 病院関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 病気休暇・特別休暇（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　病休・特休（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 分限・育児休業 分限・育児休業 休職関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 分限・育児休業 分限・育児休業 （育児休業）共済掛金免除申請等（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄



北海道大学病院総務課 服務 兼業・諸手当 勤務時間割振・諸手当（医員）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　勤務時間割振表（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　勤務割振変更届（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 その他　勤務時間割振表（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 看護部　勤務実績表（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 医員（大学院生）関係綴【勤務時間及び給与】（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 欠勤届（医員以外）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 欠勤届（医員）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 調査・回答・報告 健康診断関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 調査・回答・報告 生活習慣病・水道法・給食関係検査（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（医員）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 個人線量報告書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 雇用保険 医員雇用保険関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 産前産後休業掛金免除（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険

医員社会保険関係　資格取得・喪失フォーマット（平成２８
年度）

北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 社会保険 医員社会保険関係　異動届等（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 未定 退職後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 宿日直割振関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 出勤簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 RI健康診断関係 ＲＩ健診（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 代休・振替通知簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤手当 医員通勤手当認定簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 諸手当関係 通勤手当 諸手当現況届（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 長期病休者報告（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 職員厚生事業 福利厚生関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 併任・兼業関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（教員）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業従事時間報告書 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業2|1 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業1|1 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（特任）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業（看護部）（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医療技術部兼業（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 医療技術部単発兼業（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 兼業 兼業状況報告書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北海道大学病院病後児保育室運営委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北海道大学病院病後児保育室関係（平成２8年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 病後児保育室利用状況・保育日誌（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北大病院保育園ポプラ運営委員会（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 会議 学内会議 北大病院保育園ポプラ関係（平成２8年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入構証関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ保育日誌（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ入園申込書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 福利・厚生 保育所関係 北大病院保育園ポプラ行事関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労働災害 労働災害 労働災害（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 庶務関係その他 その他庶務 労務管理関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 服務 調査・回答・報告 医師の他医療機関における勤務実態調査（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 調査・回答・報告 職員満足度調査（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 医員超過勤務実績簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 教員超過勤務実績簿（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 就業禁止（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 外部資金 女性医師等就労支援事業補助金関係 女性医師等就労支援室(平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　勤務時間報告書(平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課生涯研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　通勤手当届・認定簿(平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課生涯研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　健康保険・雇用保険(平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課生涯研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　採用・退職人事データ他(平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課生涯研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　異動データ他(平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課生涯研修係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 法定管理帳票（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 放射線関係 被爆関係 総括報告書（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 健康・安全管理 調査・回答・報告 ストレスチェック関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 補助事業 国等の補助事業 女性医師等就労支援事業（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 補助事業 国等の補助事業 女性医師等就労支援事業（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 補助事業 国等の補助事業 女性医師等就労支援事業（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 就業規則関連（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 就業規則関連（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 就業規則関連（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労務管理関係 報告 労使協定特別条項適用通知書(平成２８年度) 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 労務管理関係 報告 再就職届出(平成２８年度) 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 社会保険労務士関係（平成２６年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 社会保険労務士関係（平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 服務 勤務時間・休暇 社会保険労務士関係（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　研修命令書(平成２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄



北海道大学病院総務課 生涯研修 研修医 臨床研修医　研修命令書(平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 臨床研修医人事関係(２７年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 任免関係 非常勤職員 臨床研修医人事関係(２８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課労務管理係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査・アンケート関係（平成２８年度）① 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査・アンケート関係（平成２８年度）② 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院総務課 調査 調査 調査・アンケート関係（平成２８年度）③ 北海道大学病院総務課長 総務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院総務課長 北海道大学病院総務課総務係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 標準文書保存期間基準 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 法人文書廃棄簿 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 企画マネジメント部会議議事要旨（平成２１年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営企画係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 企画マネジメント部会議議事要旨（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 企画マネジメント部会議議事要旨（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 企画マネジメント部会議議事要旨（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 企画マネジメント部会議議事要旨（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 企画マネジメント部会議議事要旨（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 企画マネジメント部会議議事要旨（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 企画マネジメント部会議議事要旨（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成１７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成１８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成１９年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営企画係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成２０年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営企画係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成２１年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営企画係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 病院執行会議議事要旨（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内委員会 点検評価委員会（平成２５，２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内委員会 点検評価委員会（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内委員会 点検評価委員会（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 会議 院内委員会 将来構想検討委員会（平成２５，２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 科学研究費補助金関係 入金通知（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 科学研究費補助金関係 入金通知（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 科学研究費補助金関係 入金通知（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 学術研究助成基金助成金関係 科学研究費収支簿（基金分）（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 全ての研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 学術研究助成基金助成金関係 科学研究費収支簿（基金分）（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 全ての研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 学術研究助成基金助成金関係 入金通知（基金分）（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 全ての研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 学術研究助成基金助成金関係 入金通知（基金分）（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 全ての研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 学術研究助成基金助成金関係 入金通知（基金分）（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 全ての研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 学術研究助成基金助成金関係 入金通知（基金分）（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 全ての研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 収入契約決議書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 収入契約決議書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 収入契約決議書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 収入契約決議書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 収入契約決議書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 雑収入 病院駐車場整理料金（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 雑収入 病院駐車場整理料金（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 雑収入 病院駐車場整理料金（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 雑収入 病院駐車場整理料金（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験モニタリング実施報告書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験モニタリング実施報告書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験モニタリング実施報告書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験モニタリング実施報告書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験モニタリング実施報告書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験完了報告書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験完了報告書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験完了報告書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験完了報告書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験完了報告書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成１８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課外部資金係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成１９年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課外部資金係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成２０年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成２１年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会議事録（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会審査依頼申請書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄



北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会審査依頼申請書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会審査依頼申請書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会審査依頼申請書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 治験審査委員会審査依頼申請書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 HIV抗体検査（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 HIV抗体検査（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 HIV抗体検査（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 HIV抗体検査（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 HIV抗体検査（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 HIV抗体検査（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 HIV抗体検査（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 神経磁気診断装置使用料（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 神経磁気診断装置使用料（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 神経磁気診断装置使用料（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 神経磁気診断装置使用料（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 神経磁気診断装置使用料（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 神経磁気診断装置使用料（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 受託事業関係 神経磁気診断装置使用料（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成１８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課外部資金係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成１９年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２０年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２１年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄附金受入申請書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成１８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課外部資金係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成１９年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成２０年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成２１年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 債権計上票（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 補助事業 補助金交付関係書類（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 補助事業 補助金交付関係書類（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 外部資金 補助事業 遠隔医療促進モデル事業（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成１２年度） 病院事務部経営企画課長 総務課企画調査掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成１３年度） 病院事務部経営企画課長 総務課企画調査掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成１４年度） 病院事務部経営企画課長 総務課企画調査掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成１５年度） 病院事務部経営企画課長 総務課企画調査掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成１６年度） 病院事務部経営企画課長 総務課企画調査掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成１７年度） 病院事務部経営企画課長 総務課法規調査係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成１８年度） 病院事務部経営企画課長 総務課法規調査係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成１９年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営情報係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成２０年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成２１年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学病院資料（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学附属病院運営改善のためのデータ集（平成１４年度） 病院事務部管理課長 管理課管理掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学附属病院運営改善のためのデータ集（平成１５年度） 病院事務部経営企画課長 病院経営担当専門員 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学附属病院運営改善のためのデータ集（平成１６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営情報係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学附属病院運営改善のためのデータ集（平成１７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営情報係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学附属病院運営改善のためのデータ集（平成１８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営情報係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学附属病院運営改善のためのデータ集（平成１９年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営情報係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断



北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学附属病院運営改善のためのデータ集（平成２０年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 国立大学附属病院運営改善のためのデータ集（平成２１年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 病院機能指標調査（平成１７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営情報係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 病院機能指標調査（平成１９年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営情報係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 病院機能指標調査（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 病院機能指標調査（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 病院機能指標調査（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 病院機能指標調査（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 病院機能指標調査（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 調査関係 病院機能指標調査（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成１６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成１７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成１８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成１９，２０，２１年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経営分析係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 調査・報告等 報告関係 年度計画・実績報告（平成２９年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 管理・運営 中期目標・中期計画 第３期中期目標・中期計画 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 管理・運営 中期目標・中期計画 第３期中期目標・中期計画 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 管理・運営 中期目標・中期計画 第３期中期目標・中期計画 病院事務部経営企画課長 経営企画課分析企画係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課分析企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 予算執行振替伝票 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 予算執行振替伝票 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 予算執行振替伝票（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 予算執行振替伝票（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 予算執行振替伝票（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 予算執行振替伝票（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 予算執行振替伝票（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 振替伝票 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 振替伝票 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 振替伝票（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 振替伝票（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 振替伝票（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 振替伝票（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 振替伝票（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算配当関係 外部資金会計の予算配分通知書 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算配当関係 外部資金会計の予算配分通知書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２０年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課財務係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２１年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課財務係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２２年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課財務係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２３年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課財務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課財務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２９年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 事務局 照会及び回答文書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 事務局 照会及び回答文書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 事務局 照会及び回答文書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 事務局 照会及び回答文書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 事務局 照会及び回答文書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 特定臨床研究報奨金等関係資料（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算関係 特定臨床研究報奨金等関係資料（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算配当関係 院内予算配分・配分通知（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算配当関係 院内予算配分・配分通知（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算配当関係 院内予算配分・配分通知（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算配当関係 院内予算配分・配分通知（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 予算 予算配当関係 院内予算配分・配分通知（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課予算係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課予算係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＨＩＮＥＳ申請書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＨＩＮＥＳ申請書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＨＩＮＥＳ申請書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＨＩＮＥＳ申請書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＨＩＮＥＳ申請書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＰＯＰメール申請書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＰＯＰメール申請書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＰＯＰメール申請書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＰＯＰメール申請書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 学内ネットワーク関係 学内ネットワーク関係 ＰＯＰメール申請書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課医療情報係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課医療情報係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 RI取扱者 放射性同位元素等取扱者登録（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 RI取扱者 放射性同位元素等取扱者登録（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 RI取扱者 放射性同位元素等取扱者登録（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 RI取扱者 放射性同位元素等取扱者登録（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 RI取扱者 放射性同位元素等取扱者登録（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄



北海道大学病院経営企画課 研究協力 遺伝子組換え実験 遺伝子組替えＤＮＡ実験（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2006年度 2007/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 遺伝子組換え実験 遺伝子組替えＤＮＡ実験（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2007年度 2008/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 遺伝子組換え実験 遺伝子組替えＤＮＡ実験（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 遺伝子組換え実験 遺伝子組替え実験（平成２１年度～） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 遺伝子組換え実験 遺伝子組替え実験（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 遺伝子組換え実験 遺伝子組替え実験（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 遺伝子組換え実験 遺伝子組替え実験（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 遺伝子組換え実験 遺伝子組替え実験（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 遺伝子組換え実験 遺伝子組替え実験（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 寄附研究部門 寄附研究部門（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究協力 寄附研究部門 寄附研究部門（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究協力 寄附研究部門 寄附研究部門（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究協力 寄附研究部門 寄附研究部門（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究協力 寄附研究部門 寄附研究部門（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究協力 寄附研究部門 寄附研究部門（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究協力 寄附研究部門 寄附研究部門（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究協力 寄附研究部門 分子追跡放射線医療寄附研究部門 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究協力 共同研究 民間等との共同研究（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 共同研究 民間等との共同研究（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 共同研究 民間等との共同研究（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 共同研究 民間等との共同研究（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 共同研究 民間等との共同研究（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 国際規制物資 国際規制物資（平成１９年度～） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 動物実験 動物実験（平成２１年度～） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 動物実験 動物実験（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 動物実験 動物実験（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 動物実験 動物実験（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 動物実験 動物実験（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 動物実験 動物実験（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年（禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 臨床研究 臨床研究の実施申請（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 臨床研究 臨床研究の実施申請（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 臨床研究 臨床研究の実施申請（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 臨床研究 企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン（平成27年度公表分） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究協力 臨床研究 企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン（平成28年度公表分） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金研究計画調書（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 科研費事業 科学研究費補助金（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 研究助成金申請（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 北大病院ホームページ（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 北大病院ホームページ（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 北大病院ホームページ（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 北大病院ホームページ（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 研究助成 助成金 北大病院ホームページ（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 国際交流 学振国際交流事業 日本学術振興会・国際交流事業（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 国際交流 学振国際交流事業 日本学術振興会・国際交流事業（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 国際交流 学振国際交流事業 日本学術振興会・国際交流事業（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 国際交流 学振国際交流事業 日本学術振興会・国際交流事業（平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 国際交流 学振国際交流事業 日本学術振興会・国際交流事業（平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 経営企画課経理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 廃棄
北海道大学病院経営企画課 特許 知的財産 発明関係 北海道大学病院総務課長 総務課研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課経理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院経営企画課 外部資金 補助金 臨床研究中核病院整備・研究事業関係 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2012年度 2013/4/1 事業完了後5年間 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 臨床研究中核病院事業推進会議議事録（平成２４年度） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 臨床研究中核病院事業推進会議議事録（平成２５年度） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 臨床研究中核病院事業推進会議議事録（平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 臨床研究中核病院事業推進会議議事録（平成２7年度） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄



北海道大学病院経営企画課 会議 院内会議 臨床研究中核病院事業推進会議議事録（平成28年度） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 運営業務 委員会 運営委員会議事録 医学系事務部長 センター職員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 副総括文書管理者が判断 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 運営業務 委員会 倫理委員会議事録 医学系事務部長 センター職員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 副総括文書管理者が判断 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 運営業務 委員会 人事委員会議事録 医学系事務部長 センター職員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 副総括文書管理者が判断 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 運営業務 委員会 各種委員会委員関係(平成２４年度） 医学系事務部長 センター職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 運営業務 委員会 各種委員会委員関係(平成２５年度） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 運営業務 委員会 各種委員会委員関係(平成２６年度） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 運営業務 委員会 各種委員会委員関係(平成２７年度） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 運営業務 委員会 各種委員会委員関係(平成２８年度） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 運営業務 規程関係 諸規程の制定・改廃関係 医学系事務部長 センター職員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 副総括文書管理者が判断 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 庶務関係業務 庶務関係文書 平成２４年度各種調査・申請等関係業務（庶務） 医学系事務部長 センター職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 庶務関係業務 庶務関係文書 平成２５年度各種調査・申請等関係業務（庶務） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 庶務関係業務 庶務関係文書 平成２６年度各種調査・申請等関係業務（庶務） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 庶務関係業務 庶務関係文書 平成２７年度各種調査・申請等関係業務（庶務） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 庶務関係業務 庶務関係文書 平成２８年度各種調査・申請等関係業務（庶務） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 人事関係業務 人事関係文書 平成２４年度採用・申請等関係業務（人事） 医学系事務部長 センター職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 人事関係業務 人事関係文書 平成２５年度採用・申請等関係業務（人事） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 人事関係業務 人事関係文書 平成２６年度採用・申請等関係業務（人事） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 人事関係業務 人事関係文書 平成２７年度採用・申請等関係業務（人事） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 人事関係業務 人事関係文書 平成２８年度採用・申請等関係業務（人事） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 会計関係業務 会計関係文書 平成２４年度利用・申請等関係業務（会計） 医学系事務部長 センター職員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 会計関係業務 会計関係文書 平成２５年度利用・申請等関係業務（会計） 医学系事務部長 センター職員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄 探索医療教育研究センター事務より移管

北海道大学病院経営企画課 会計関係業務 会計関係文書 平成２６年度利用・申請等関係業務（会計） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 会計関係業務 会計関係文書 平成２７年度利用・申請等関係業務（会計） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院経営企画課 会計関係業務 会計関係文書 平成２８年度利用・申請等関係業務（会計） 病院事務部経営企画課長 プロジェクト推進担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 病院事務部経営企画課長 北海道大学病院経営企画課プロジェクト推進担当 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 その他 出納員命免簿（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 その他 出納員命免簿（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 その他 タクシーチケット使用簿（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 その他 調書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 その他 調書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 その他 調書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 その他 調書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 その他 調書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 警備業務日誌（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 警備業務日誌（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 警備業務日誌（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 警備業務日誌（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 警備業務日誌（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 警備業務日誌（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 警備業務日誌（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成１８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 安全衛生委員会関係（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 機種選定委員会等指名伺（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 仕様策定委員会委嘱伺（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 外部資金 共同研究関係 共同研究契約書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2013年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 外部資金 共同研究関係 共同研究契約書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 外部資金 補助金関係 委託契約書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2013年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 外部資金 補助金関係 委託契約書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2014年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 外部資金 補助金関係 委託契約書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2015年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 外部資金 補助金関係 委託契約書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 外部資金 補助金関係 共同事業契約書（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2011年度 2013/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 外部資金 補助金関係 共同事業契約書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会計 会計検査院 会計検査院実地検査関係綴（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 管理 防火管理関係綴（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 実地たな卸し調査関係（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄



北海道大学病院管理課 物品 物品関係 実地たな卸し調査関係（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 実地たな卸し調査関係（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 実地たな卸し調査関係（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 実地たな卸し調査関係（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課管理係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課管理係 廃棄
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 設備調達監理委員会（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 設備調達監理委員会（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 設備調達監理委員会（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 設備調達監理委員会（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 設備調達監理委員会（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 機種選定専門部会（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 機種選定専門部会（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 機種選定専門部会（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 機種選定専門部会（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 機種選定専門部会（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第一係 廃棄
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 ＭＥ機器管理センター委員会関係（平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 ＭＥ機器管理センター委員会関係（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 ＭＥ機器管理センター委員会関係（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 ＭＥ機器管理センター委員会関係（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 ＭＥ機器管理センター委員会関係（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 ＭＥ機器管理センター委員会関係（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 契約締結伺（売払関係）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 契約締結伺（売払関係）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 契約締結伺（売払関係）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 契約締結伺（売払関係）（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 契約締結伺（売払関係）（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 契約締結伺（売払関係）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 契約締結伺（売払関係）（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 寄贈物品採納関係書類（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 寄贈物品採納関係書類（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 寄贈物品採納関係書類（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 寄贈物品採納関係書類（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 寄贈物品採納関係書類（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 物品移動関係書類（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 物品移動関係書類（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 物品移動関係書類（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 物品移動関係書類（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 物品移動関係書類（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 物品使用賃借関係書類（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第一係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 物品使用賃借関係書類（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 物品 物品関係 物品使用賃借関係書類（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課用度第二係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課用度第二係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流管理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流管理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流管理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄



北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成１６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成１７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成１８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 診療材料審査委員会（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成１６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療薬品係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成１７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療薬品係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成１８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療薬品係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療薬品係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医薬品係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 薬事審査委員会（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医薬品係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医薬品係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医薬品係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 廃棄
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 物流管理センター委員会（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 物流管理センター委員会（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 物流管理センター委員会（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 物流管理センター委員会（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 物流管理センター委員会（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 物流管理センター委員会（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 物流管理センター委員会（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課物流企画係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医療材料係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医療材料係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医薬品係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課医薬品係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課医薬品係 廃棄
北海道大学病院管理課 歳入 収入関係 外来駐車場収納金日計票（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 歳入 収入関係 外来駐車場収納金日計票（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 歳入 収入関係 外来駐車場収納金日計票（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 歳入 収入関係 外来駐車場収納金日計票（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 歳入 収入関係 外来駐車場収納金日計票（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 歳入 収入関係 外来駐車場収納金日計票（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

歳入 収入関係 外来駐車場収納金日計票（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 施設関係 その他 構内入構証関係（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 その他 構内入構証関係（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

施設関係 その他 構内入構証関係（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 その他 業務関係 外来駐車場等管理業務日誌（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 外来駐車場等管理業務日誌（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 外来駐車場等管理業務日誌（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 外来駐車場等管理業務日誌（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 外来駐車場等管理業務日誌（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 その他 業務関係 外来駐車場等管理業務日誌（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

その他 業務関係 外来駐車場等管理業務日誌（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

契約 契約関係 債務計上票（控）（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結伺（支出原因契約関係）（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結関係（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄



北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結関係（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結関係（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結関係（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結関係（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 契約 契約関係 入札・契約締結関係（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

契約 契約関係 入札・契約締結関係（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 不動産 その他 駐車場関係綴（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 その他 駐車場関係綴（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 その他 駐車場関係綴（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 その他 駐車場関係綴（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

不動産 その他 駐車場関係綴（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産に関する調査関係（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産に関する調査関係（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産に関する調査関係（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産に関する調査関係（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

不動産 管理 不動産に関する調査関係（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産の利用関係（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産の利用関係（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産の利用関係（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産の利用関係（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

不動産 管理 不動産の利用関係（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 国有財産 管理 不動産貸付関係（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 国有財産 管理 不動産貸付関係（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 国有財産 管理 不動産貸付関係（平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 国有財産 管理 不動産貸付関係（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産貸付関係（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産貸付関係（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産貸付関係（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産貸付関係（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 不動産 管理 不動産貸付関係（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

不動産 管理 不動産貸付関係（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 国有財産 台帳・図面 国有財産台帳（副本） 北海道大学病院管理課長 管理課国有財産管理担当 1959年度 1960/4/1 除籍後30年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

施設関係 その他 その他文書綴（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 業務日直日誌（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 業務日直日誌（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 業務日直日誌（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 業務日直日誌（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 業務日直日誌（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 業務日直日誌（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 廃棄

北海道大学
病院管理課

施設関係 日誌・日報 業務日直日誌（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

廃棄

北海道大学病院管理課 国有財産 管理 落成調書関係(平成１８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 国有財産 管理 落成調書関係(平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 国有財産 管理 落成調書関係(平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 国有財産 管理 落成調書関係(平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 国有財産 管理 落成調書関係(平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 不動産 施設関係 落成調書関係(平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 不動産 施設関係 落成調書関係(平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設管理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 不動産 施設関係 落成調書関係（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 不動産 施設関係 落成調書関係（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 不動産 施設関係 落成調書関係（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設企画係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設企画係 副総括文書管理者が判断

北海道大学
病院管理課

不動産 施設関係 落成調書関係（平成２８年度）
北海道大学病院管理課
長

管理課施設企画係 2016年度 2017/4/1
大学年史編
纂に必要な
期間の終了

未定 紙 事務室
北海道大学
病院管理課
長

北海道大学
病院管理課
施設企画係

副総括文書管理者が判断

北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 見積書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 見積書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 見積書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 見積書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 見積書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄



北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課施設係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課施設係 廃棄
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成１７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成１８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 会議 院内会議 医療ガス安全管理専門委員会（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 施設関係 その他 停電通知書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 その他 停電通知書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 その他 停電通知書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 その他 停電通知書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 その他 停電通知書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 完成図 北海道大学病院管理課長 管理課機械掛・電気掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 完成図 北海道大学病院管理課長 管理課機械掛・電気掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事現場 工事現場管理書類（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 工事費内訳明細書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 工事費内訳明細書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 工事費内訳明細書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 工事費内訳明細書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 工事費内訳明細書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 数量算出書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 工事積算 単価算出根拠（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 医療ガス設備点検報告書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 医療ガス設備点検報告書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 医療ガス設備点検報告書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 医療ガス設備点検報告書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 医療ガス設備点検報告書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成１７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2005年度 2006/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成１８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2006年度 2007/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2007年度 2008/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2008年度 2009/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2009年度 2010/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2010年度 2011/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2011年度 2012/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 昇降機等定期検査報告書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出書 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 1988年度 1989/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 危険物取扱所完成検査申請書 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 1998年度 1999/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 危険物貯蔵所変更許可申請書 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 1998年度 1999/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成１８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課電気係 2006年度 2007/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成１９年度） 北海道大学病院管理課長 管理課電気係 2007年度 2008/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成２０年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2008年度 2009/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成２１年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2009年度 2010/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成２２年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2010年度 2011/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成２３年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2011年度 2012/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 自家用発電所運転半期報告書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2016年度 2017/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 届出・報告 消防用設備等設置届出書 北海道大学病院管理課長 管理課電気掛 1988年度 1989/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 電気設備保守管理日誌（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 電気設備保守管理日誌（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 電気設備保守管理日誌（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 電気設備保守管理日誌（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 電気設備保守管理日誌（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 機械設備保守管理日誌（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄



北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 機械設備保守管理日誌（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 機械設備保守管理日誌（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 機械設備保守管理日誌（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 日誌・日報 機械設備保守管理日誌（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ばい煙測定結果報告書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ばい煙測定結果報告書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ばい煙測定結果報告書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ばい煙測定結果報告書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ばい煙測定結果報告書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 専用水道水質検査成績書及び維持管理日報（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 専用水道水質検査成績書及び維持管理日報（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 専用水道水質検査成績書及び維持管理日報（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 専用水道水質検査成績書及び維持管理日報（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 専用水道水質検査成績書及び維持管理日報（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 貯水槽清掃報告書（平成２４年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 貯水槽清掃報告書（平成２５年度） 北海道大学病院管理課長 管理課機械係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 貯水槽清掃報告書（平成２６年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 貯水槽清掃報告書（平成２７年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院管理課 施設関係 報告書・検査書・成績書 貯水槽清掃報告書（平成２８年度） 北海道大学病院管理課長 管理課設備係 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院管理課長 北海道大学病院管理課設備係 廃棄
北海道大学病院医事課 個別指導 個別指導関係 個別指導通知書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 施設基準等適時調査関係 施設基準等適時調査関係 施設基準等適時調査通知書（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 施設基準等適時調査関係 施設基準等適時調査関係 施設基準等適時調査通知書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 診療報酬明細書関係 診療報酬明細書関係 レセプト開示照会（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬明細書関係 診療報酬明細書関係 レセプト開示照会（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬明細書関係 診療報酬明細書関係 レセプト開示照会（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬明細書関係 診療報酬明細書関係 レセプト開示照会（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬明細書関係 診療報酬明細書関係 レセプト開示照会（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 医療契約 医療契約 医療契約（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 医療契約 医療契約 医療契約（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 医療契約 医療契約 医療契約（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 医療契約 医療契約 医療契約（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 医療契約 医療契約 医療契約（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 介護保険意見書料管理簿（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 介護保険意見書料管理簿（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 介護保険意見書料管理簿（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 介護保険意見書料管理簿（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 介護保険意見書料管理簿（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 その他 その他 確認通知書発送簿（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 その他 その他 確認通知書発送簿（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 その他 その他 確認通知書発送簿（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 その他 その他 確認通知書発送簿（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 その他 その他 確認通知書発送簿（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 学校病診療報酬請求書（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 学校病診療報酬請求書（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 学校病診療報酬請求書（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 学校病診療報酬請求書（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 学校病診療報酬請求書（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 患者数統計 患者数報告書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 患者数統計 患者数報告書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 患者数統計 患者数報告書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 患者数統計 患者数報告書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 患者数統計 患者数報告書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 公害診療報酬請求書（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 公害診療報酬請求書（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 公害診療報酬請求書（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 公害診療報酬請求書（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 公害診療報酬請求書（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成１８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2006年度 2007/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成１９年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2007年度 2008/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成２０年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2008年度 2009/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成２１年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2009年度 2010/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2010年度 2011/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2011年度 2012/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1993年度 1994/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1996年度 1997/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療関係 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成９年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1997年度 1998/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国家公務員等災害補償療養補償請求書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国家公務員等災害補償療養補償請求書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国家公務員等災害補償療養補償請求書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄



北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国家公務員等災害補償療養補償請求書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国家公務員等災害補償療養補償請求書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国保連合会請求書控え（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国保連合会請求書控え（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国保連合会請求書控え（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国保連合会請求書控え（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 国保連合会請求書控え（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 骨髄移植関係 骨髄移植関係 骨髄移植覚書綴（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 骨髄移植関係 骨髄移植関係 骨髄移植覚書綴（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 骨髄移植関係 骨髄移植関係 骨髄移植覚書綴（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 骨髄移植関係 骨髄移植関係 骨髄移植覚書綴（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 骨髄移植関係 骨髄移植関係 骨髄移植覚書綴（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 査定減レセプトの再検討（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 査定減レセプトの再検討（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 査定減レセプトの再検討（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 査定減レセプトの再検討（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 査定減レセプトの再検討（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 再審査請求の結果控え（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 再審査請求の結果控え（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 再審査請求の結果控え（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 再審査請求の結果控え（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 再審査請求の結果控え（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 産科医療補償制度 産科医療補償制度関係 産科医療補償制度登録証（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 産科医療補償制度 産科医療補償制度関係 産科医療補償制度登録証（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 産科医療補償制度 産科医療補償制度関係 産科医療補償制度登録証（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 産科医療補償制度 産科医療補償制度関係 産科医療補償制度登録証（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 産科医療補償制度 産科医療補償制度関係 産科医療補償制度登録証（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 症状照会等関係綴 症状照会等関係綴 司法関係公文書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 症状照会等関係綴 症状照会等関係綴 司法関係公文書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 症状照会等関係綴 症状照会等関係綴 司法関係公文書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 症状照会等関係綴 症状照会等関係綴 司法関係公文書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 症状照会等関係綴 症状照会等関係綴 司法関係公文書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成１４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成１５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成１６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成１７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成１８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成１９年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成２０年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成２１年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更関係 指定医申請・変更（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 支払基金請求書控え（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 支払基金請求書控え（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 支払基金請求書控え（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 支払基金請求書控え（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 支払基金請求書控え（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成０３年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成０４年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成０５年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成０６年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成０７年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成０８年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成０９年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１４年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１５年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１６年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１９年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成２０年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成２１年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成０８年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成０９年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１４年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１５年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断



北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１６年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成１９年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成２０年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成２１年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 施設基準等の実施状況（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 治研用診療費用調定内訳書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 治研用診療費用調定内訳書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 治研用診療費用調定内訳書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 治研用診療費用調定内訳書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 治研用診療費用調定内訳書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 治験関係 治験関係 治験開始通知書綴（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 治験関係 治験関係 治験開始通知書綴（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 治験関係 治験関係 治験開始通知書綴（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 治験関係 治験関係 治験開始通知書綴（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 治験関係 治験関係 治験開始通知書綴（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生省への報告（平成０８年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生省への報告（平成０９年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生省への報告（平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生省への報告（平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生省への報告（平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生労働省への報告（平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 企画調査掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生労働省への報告（平成１４年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生労働省への報告（平成１５年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生労働省への報告（平成１６年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生労働省への報告（平成１７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生労働省への報告（平成１７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 請求額統計 診療費用請求額報告書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 請求額統計 診療費用請求額報告書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 請求額統計 診療費用請求額報告書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 請求額統計 診療費用請求額報告書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計 請求額統計 診療費用請求額報告書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬改正関係 診療報酬改正関係 診療報酬改正関係資料（平成２２年） 北海道大学病院医事課長 医事課医事掛 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬改正関係 診療報酬改正関係 診療報酬改正関係資料（平成２４年） 北海道大学病院医事課長 医事課医事掛 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬改正関係 診療報酬改正関係 診療報酬改正関係資料（平成２６年） 北海道大学病院医事課長 医事課医事掛 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 診療報酬請求明細書（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 診療報酬請求明細書（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 診療報酬請求明細書（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 診療報酬請求明細書（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 診療報酬請求明細書（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 請求書（その他のもの）（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 請求書（その他のもの）（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 請求書（その他のもの）（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 請求書（その他のもの）（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 請求書（その他のもの）（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 増減点連絡書等通知書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 増減点連絡書等通知書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 増減点連絡書等通知書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 増減点連絡書等通知書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 増減点連絡書等通知書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計データ 電算処理統計データ 電算処理統計データ（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計データ 電算処理統計データ 電算処理統計データ（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計データ 電算処理統計データ 電算処理統計データ（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計データ 電算処理統計データ 電算処理統計データ（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 統計データ 電算処理統計データ 電算処理統計データ（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 特定共同指導 特定共同指導関係 特定共同指導通知書（平成２１年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 乳幼児医療請求書（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 乳幼児医療請求書（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 乳幼児医療請求書（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 乳幼児医療請求書（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 乳幼児医療請求書（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（国保連合会）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（国保連合会）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（国保連合会）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（国保連合会）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（国保連合会）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（支払基金）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（支払基金）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（支払基金）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（支払基金）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄



北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 返戻依頼書（支払基金）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険意見書料等請求書（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険意見書料等請求書（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険意見書料等請求書（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険意見書料等請求書（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険意見書料等請求書（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療費請求書（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療費請求書（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療費請求書（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療費請求書（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療費請求書（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療料査定通知（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療料査定通知（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療料査定通知（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療料査定通知（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険診療料査定通知（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険費用（鑑定料，審査資料作成実費）請求書（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険費用（鑑定料，審査資料作成実費）請求書（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険費用（鑑定料，審査資料作成実費）請求書（控）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険費用（鑑定料，審査資料作成実費）請求書（控）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 労働者災害補償保険費用（鑑定料，審査資料作成実費）請求書（控）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医事係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課医事係 廃棄
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 化学療法プロトコール審査専門委員会（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 化学療法プロトコール審査専門委員会（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 化学療法プロトコール審査専門委員会（平成26年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 化学療法プロトコール審査専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 化学療法プロトコール審査専門委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類 外来基本カード等の伝票類（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 外来診療費の返戻文書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 外来診療費の返戻文書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 外来診療費の返戻文書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 外来診療費の返戻文書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 外来診療費の返戻文書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療申込書 診療申込書 診療申込書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療申込書 診療申込書 診療申込書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療申込書 診療申込書 診療申込書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療申込書 診療申込書 診療申込書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療申込書 診療申込書 診療申込書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 証明書交付文書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 申請者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 証明書交付文書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 申請者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 証明書交付文書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 申請者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 証明書交付文書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 申請者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 保管庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 証明書交付文書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 申請者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 通院証明書綴（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医療企画係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 通院証明書綴（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医療企画係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 通院証明書綴（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課医療企画係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 通院証明書綴（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 文書関係 文書関係 通院証明書綴（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課外来係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課外来第一係 廃棄
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 う食に罹患している患者の指導管理の実施報告(平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 う食に罹患している患者の指導管理の実施報告(平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 う食に罹患している患者の指導管理の実施報告(平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 う食に罹患している患者の指導管理の実施報告(平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 う食に罹患している患者の指導管理の実施報告(平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成１４年） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成１５年） 北海道大学病院医事課長 診療報酬請求担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成１６年） 北海道大学病院医事課長 診療報酬請求担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成１７年） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成１８年） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成１９年） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断



北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成２０年） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成２１年） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成２２年） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成２３年） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成２４年） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成２５年） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成２６年） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成２７年） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成２８年） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） ブリッジの事前届出（平成９年） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 レセプト審査委員会（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 レセプト審査委員会（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 レセプト審査委員会（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 レセプト審査委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 会議 院内会議 レセプト審査委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 院内感染防止対策の施設基準について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 院内通知等 院内通知等(平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 報告書 院内通知等 院内通知等(平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 報告書 院内通知等 院内通知等(平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 報告書 院内通知等 院内通知等(平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 報告書 院内通知等 院内通知等(平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 加算入院時医学管理料（１００分の１０５）について（平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 加算入院時医学管理料（１００分の１０５）について（平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 加算入院時医学管理料（１００分の１０５）について（平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 加算入院時医学管理料（１００分の１０５）について（平成５年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 加算入院時医学管理料（１００分の１０５）について（平成７年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 加算入院時医学管理料（１００分の１０５）について（平成８年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 加算入院時医学管理料（１００分の１０５）について（平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 入院レセプト 会計票(入院中外来） 会計票(入院中外来）(平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院レセプト 会計票(入院中外来） 会計票(入院中外来）(平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院レセプト 会計票(入院中外来） 会計票(入院中外来）(平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院レセプト 会計票(入院中外来） 会計票(入院中外来）(平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院レセプト 会計票(入院中外来） 会計票(入院中外来）(平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 照会・回答 各大学病院照会・回答 各大学病院照会・回答（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 照会・回答 各大学病院照会・回答 各大学病院照会・回答（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 照会・回答 各大学病院照会・回答 各大学病院照会・回答（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 照会・回答 各大学病院照会・回答 各大学病院照会・回答（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 照会・回答 各大学病院照会・回答 各大学病院照会・回答（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 顎口腔機能診断料について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 顎変形症の手術前後における歯科矯正状況報告書(平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 顎変形症の手術前後における歯科矯正状況報告書(平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 顎変形症の手術前後における歯科矯正状況報告書(平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 顎変形症の手術前後における歯科矯正状況報告書(平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 顎変形症の手術前後における歯科矯正状況報告書(平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 病院関係 診療録関係 管理票（手術）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 診療録関係 管理票（手術）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 診療録関係 管理票（手術）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 診療録関係 管理票（手術）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 診療録関係 管理票（手術）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 基準給食に関する届出（平成４年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 急性期病院加算について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 金属床義歯の実施状況報告書(平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 金属床義歯の実施状況報告書(平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 金属床義歯の実施状況報告書(平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 金属床義歯の実施状況報告書(平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 金属床義歯の実施状況報告書(平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 検体検査管理加算（１）について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 個別指導 個別指導関係 個別指導通知文書（平成２１年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 個別指導 個別指導関係 個別指導通知文書（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 個別指導 個別指導関係 個別指導通知文書（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 個別指導 個別指導関係 個別指導通知文書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 個別指導 個別指導関係 個別指導通知文書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 校費負担 校費負担患者認定申請書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 校費負担 校費負担患者認定申請書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 校費負担 校費負担患者認定申請書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 校費負担 校費負担患者認定申請書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 校費負担 校費負担患者認定申請書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 行政監察 行政監察関係 行政監察に係る通知文書（平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 行政監察 行政監察関係 行政監察に係る通知文書（平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 行政監察 行政監察関係 行政監察に係る通知文書（平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2002年度 2003/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成８年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 高度先進医療 高度先進医療関係 高度先進医療申請書（平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 当該先進医療終了後10年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 国保総括表（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 国保総括表（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 国保総括表（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 国保総括表（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 国保総括表（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄



北海道大学病院医事課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 歳入関係 債権関係 債権計上票（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 契約 診療契約 札幌市乳幼児医療費助成に関する協定書（平成６年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 支払基金総括表（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 支払基金総括表（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 支払基金総括表（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 支払基金総括表（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 総括表 総括表 支払基金総括表（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１４年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１５年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 施設基準の届出（平成１６年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 施設基準状況報告書(平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 施設基準状況報告書(平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 施設基準状況報告書(平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 施設基準状況報告書(平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 施設基準状況報告書(平成１4年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 施設基準状況報告書(平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道社会保険事務局 ） 施設基準申請書（平成１４年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 歯科衛生実地指導料の算定状況報告書(平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 歯科衛生実地指導料の算定状況報告書(平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 歯科衛生実地指導料の算定状況報告書(平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 歯科衛生実地指導料の算定状況報告書(平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 歯科衛生実地指導料の算定状況報告書(平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 重症者等特別療養環境の施設基準について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 契約 診療契約 小児慢性疾患医療給付業務委託契約（平成３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1991年度 1992/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 契約 診療契約 小児慢性疾患児童の医療の委託契約（平成６年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 紹介患者加算算定に係る実績報告(平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 紹介患者加算算定に係る実績報告(平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 紹介患者加算算定に係る実績報告(平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 紹介患者加算算定に係る実績報告(平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 紹介患者加算算定に係る実績報告(平成８年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 紹介患者加算算定に係る実績報告(平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生労働省への報告（平成１４年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生労働省への報告（平成１５年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 調査 報告 紹介率及び特定療養費の厚生労働省への報告（平成１６年度） 北海道大学病院医事課長 病院企画担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 新看護等の実施状況報告書(平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 新看護等の実施状況報告書(平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 新看護等の実施状況報告書(平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 新看護等の実施状況報告書(平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 新看護等の実施状況報告書(平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 新看護等の届出（平成６年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 病院関係 患者関係 診療申込書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 患者関係 診療申込書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 患者関係 診療申込書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 患者関係 診療申込書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 患者関係 診療申込書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 診療報酬請求関係 診療報酬明細書（外来分）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 病院関係 診療報酬請求関係 診療報酬明細書（外来分）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 病院関係 診療報酬請求関係 診療報酬明細書（外来分）（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 病院関係 診療報酬請求関係 診療報酬明細書（外来分）（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 病院関係 診療報酬請求関係 診療報酬明細書（外来分）（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 病院関係 診療録関係 診療録 北海道大学病院医事課長 業務課外来担当 1967年度 1968/4/1 完結の日から5年 未定 紙 カルテ庫・事務室・倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 訴訟 裁判関係 捜査関係事項照会文書（平成２４年） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 訴訟 裁判関係 捜査関係事項照会文書（平成２５年） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 訴訟 裁判関係 捜査関係事項照会文書（平成２６年） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 訴訟 裁判関係 捜査関係事項照会文書（平成２７年） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 訴訟 裁判関係 捜査関係事項照会文書（平成２８年） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） 代表者の交替について（昭和６０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（労働基準局） 代表者の交替について（昭和６２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（労働基準局） 代表者の交替について（平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） 代表者の交替について（平成３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（国保・基金） 代表者の交替について（平成７年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（労働基準局） 代表者の交替について（平成７年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 契約 診療契約 地方公務員の公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった職員の診療契約（変更）（平成６年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 特定共同指導 特定共同指導関係 特定共同指導関連書類（平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課専門員 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 特定共同指導 特定共同指導関係 特定共同指導関連書類（平成１７年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 特定共同指導 特定共同指導関係 特定共同指導関連書類（平成１８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 特定共同指導 特定共同指導関係 特定共同指導関連書類（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 特定共同指導 特定共同指導関係 特定共同指導関連書類（平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院レセプト 入院レセプト(平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院レセプト 入院レセプト(平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院レセプト 入院レセプト(平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院レセプト 入院レセプト(平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院レセプト 入院レセプト(平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院会計カード 入院会計カード(平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院会計カード 入院会計カード(平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院会計カード 入院会計カード(平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院会計カード 入院会計カード(平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院レセプト 入院会計カード 入院会計カード(平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄 共有サーバー内（磁気テープ）

北海道大学病院医事課 入院時書類 入院時確認票 入院時確認票（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院時書類 入院時確認票 入院時確認票（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院時書類 入院時確認票 入院時確認票（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄



北海道大学病院医事課 入院時書類 入院時確認票 入院時確認票（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院時書類 入院時確認票 入院時確認票（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療報酬係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 入院時食事療養等（特別管理加算）について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 病院歯科の施設基準について（平成６年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 病院歯科の初診（再診）加算算定に係る実績報告(平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 病院歯科の初診（再診）加算算定に係る実績報告(平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 病院歯科の初診（再診）加算算定に係る実績報告(平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 病院歯科の初診（再診）加算算定に係る実績報告(平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 病院歯科の初診（再診）加算算定に係る実績報告(平成８年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 報告書 北海道報告書 病院歯科の初診（再診）加算算定に係る実績報告(平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 病院歯科感染予防対策管理料について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 病院関係 申込書関係 病理組織検査申込書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 申込書関係 病理組織検査申込書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 申込書関係 病理組織検査申込書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 申込書関係 病理組織検査申込書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 病院関係 申込書関係 病理組織検査申込書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１４年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１５年度） 北海道大学病院医事課長 診療報酬請求担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１６年度） 北海道大学病院医事課長 診療報酬請求担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１７年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成１９年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成２０年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成２１年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 歯科保険係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 保険適用外料金 保険適用外料金関係 保険適用外料金積算資料（平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 補綴物管理料について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 契約 診療契約 北海道議員その他非常勤職員の公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった職員の診療契約（平成７年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 夜間看護承認申請（平成５年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 夜間勤務等看護加算（夜間勤務看護（１）aの算定）について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 夜間勤務等看護加算（夜間勤務看護（１）ｂの算定）について（平成８年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 夜間勤務等看護加算（夜間勤務看護（１）ｂの算定）について（平成９年度） 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 薬剤管理指導の施設基準について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 入院伝票 輸血検査申込書 輸血検査申込書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院伝票 輸血検査申込書 輸血検査申込書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院伝票 輸血検査申込書 輸血検査申込書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事係（歯科担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院伝票 輸血検査申込書 輸血検査申込書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2015年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 入院伝票 輸血検査申込書 輸血検査申込書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 歯科診療係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 廃棄
北海道大学病院医事課 届出 届出関係（北海道） 療養環境加算（面積加算２０点の新規届出）について 北海道大学病院医事課長 業務課医事掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課歯科診療報酬係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金出納簿（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金出納簿（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金出納簿（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金出納簿（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金出納簿（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金出納簿（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金出納簿（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿(２２年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿(２３年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿(２４年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿(２５年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿(２６年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿(２７年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿(２８年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿（平成２3年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 現金領収証書受払簿（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収入報告書（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収入報告書（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収入報告書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収入報告書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収入報告書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収入報告書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収入報告書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収納に関する諸書類（平成２２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収納に関する諸書類（平成２３年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収納に関する諸書類（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収納に関する諸書類（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収納に関する諸書類（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収納に関する諸書類（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 収納に関する諸書類（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課収入係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 領収報告書・領収書控え(２２年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄



北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 領収報告書・領収書控え(２３年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 領収報告書・領収書控え(２４年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 領収報告書・領収書控え(２５年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 領収報告書・領収書控え(２６年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 領収報告書・領収書控え(２７年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 収入関係 収納関係事務 領収報告書・領収書控え(２８年度) 北海道大学病院医事課長 歯科収入係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課収入係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 検査伝票（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 検査伝票（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 検査伝票（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 検査伝票（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 検査伝票（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者協力内容報告書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者承諾書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 承諾者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 校費負担患者関係 校費負担患者関係 校費負担患者認定申請書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 死亡診断書（控）（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 死亡診断書（控）（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 手術票（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 手術票（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 手術票（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 手術票（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 手術票（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 処置票（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 処置票（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 処置票（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 処置票（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 処置票（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 診断書等申込書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 診断書等申込書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 診断書等申込書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 診断書等申込書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 診断書等申込書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 注射薬処方箋（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 注射薬処方箋（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 注射薬処方箋（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 注射薬処方箋（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 診療連絡票関係 診療連絡票関係 注射薬処方箋（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 診療科 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室一時変更利用承認申請書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室一時変更利用承認申請書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室一時変更利用承認申請書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室一時変更利用承認申請書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室一時変更利用承認申請書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室同意書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室同意書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室同意書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室同意書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 特別室同意書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院患者台帳（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院患者台帳（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院患者台帳（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院患者台帳（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院患者台帳（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院保証書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院保証書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院保証書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院保証書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院保証書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院連絡票（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院連絡票（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院連絡票（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院連絡票（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 入院連絡票（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課入院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 病衣貸与申込書（平成２４年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 病衣貸与申込書（平成２５年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 病衣貸与申込書（平成２６年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 病衣貸与申込書（平成２７年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医事課 申請書関係 申請書関係 病衣貸与申込書（平成２８年度） 北海道大学病院医事課長 申込者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 倉庫 北海道大学病院医事課長 北海道大学病院医事課入院係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 カルテ開示 カルテ開示 カルテ開示関係綴（平成２４年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 カルテ開示 カルテ開示 カルテ開示関係綴（平成２５年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 カルテ開示 カルテ開示 カルテ開示関係綴（平成２６年度） 医療支援課長 医療支援係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 カルテ開示 カルテ開示 カルテ開示関係綴（平成２７年度） 医療支援課長 医療支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄



北海道大学病院医療支援課 カルテ開示 カルテ開示 カルテ開示関係綴（平成２８年度） 医療支援課長 医療支援係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 診療録等関係 診療録関係 診療録 各診療科長 診療科 1948年度 未定

終来院日及び退院
日より5年 未定 紙 カルテ保管庫外 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課診療録情報係 廃棄

北海道大学病院医療支援課 精神保健福祉法 精神保健福祉法 精神保健福祉法関係（平成２４年度） 医事課医療支援室長 医療福祉相談室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 医療福祉相談室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療福祉係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 精神保健福祉法 精神保健福祉法 精神保健福祉法関係（平成２５年度） 医事課医療支援室長 医療福祉相談室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 医療福祉相談室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療福祉係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 精神保健福祉法 精神保健福祉法 精神保健福祉法関係（平成２６年度） 医療支援課長 医療福祉係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医療福祉相談室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療福祉係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 精神保健福祉法 精神保健福祉法 精神保健福祉法関係（平成２７年度） 医療支援課長 医療福祉係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医療福祉相談室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療福祉係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 精神保健福祉法 精神保健福祉法 精神保健福祉法関係（平成２８年度） 医療支援課長 医療福祉係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医療福祉相談室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療福祉係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控）（平成２６年度） 医療支援課長 医療福祉係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 医療福祉相談室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療福祉係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控）（平成２７年度） 医療支援課長 医療福祉係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 医療福祉相談室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療福祉係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 診療報酬請求関係 診療報酬請求関係 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控）（平成２８年度） 医療支援課長 医療福祉係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 医療福祉相談室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療福祉係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 先進急性期医療センター委員会（平成２４年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 手術部委員会（平成２４年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 病理部委員会（平成２４年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 中央診療施設等会議（平成２５年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 中央診療施設等会議（平成２６年度） 医療支援課長 医療支援係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 中央診療施設等会議（平成２７年度） 医療支援課長 医療支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 中央診療施設等会議（平成２８年度） 医療支援課長 医療支援係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 患者サービス推進委員会（平成２５年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 患者サービス推進委員会（平成２７年度） 医療支援課長 医療支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 患者サービス推進委員会（平成２８年度） 医療支援課長 医療支援係 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 心臓移植運営委員会（平成２５年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 心臓移植運営委員会（平成２７年度） 医療支援課長 医療支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 心臓移植適応検討委員会（平成２５年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 心臓移植適応検討委員会（平成２７年度） 医療支援課長 医療支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 心臓移植適応検討委員会（平成２８年度） 医療支援課長 医療支援係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 手術支援ロボット専門委員会（平成２５年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 手術支援ロボット専門委員会（平成２７年度） 医療支援課長 医療支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 手術支援ロボット専門委員会（平成２８年度） 医療支援課長 医療支援係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 各種会議（平成２６年度） 医療支援課長 医療支援係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 日常活動（平成２４年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 日常活動（平成２５年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 日常活動（平成２６年度） 医療支援課長 医療支援係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 日常活動（平成２７年度） 医療支援課長 医療支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 日常活動（平成２８年度） 医療支援課長 医療支援係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 募集・許可（平成２４年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 募集・許可（平成２５年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 募集・許可（平成２６年度） 医療支援課長 医療支援係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 募集・許可（平成２７年度） 医療支援課長 医療支援係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 ボランティア活動 ボランティア活動 募集・許可（平成２８年度） 医療支援課長 医療支援係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 血液浄化部委員会（平成２４年度） 医事課医療支援室長 医事課医療支援係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療支援係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成１９年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成２０年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成２１年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成２２年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成２３年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成２４年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成２５年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成２６年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成２７年度） 医療支援課長 地域医療連携係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 がん診療連携拠点病院 指定要件 指定要件に関すること（平成２８年度） 医療支援課長 地域医療連携係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成１９年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成２０年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成２１年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成２２年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成２３年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成２４年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成２５年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成２６年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成２７年度） 医療支援課長 地域医療連携係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定書（平成２８年度） 医療支援課長 地域医療連携係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定一般（平成２４年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定一般（平成２５年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定一般（平成２６年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定一般（平成２７年度） 医療支援課長 地域医療連携係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療機能連携 協定締結 医療機能連携協定一般（平成２８年度） 医療支援課長 地域医療連携係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学外協議会 地域医療連携福祉センター 国立大学・医療連携退院支援関連部門連絡協議会（平成２４年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学外協議会 地域医療連携福祉センター 国立大学・医療連携退院支援関連部門連絡協議会（平成２５年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学外協議会 地域医療連携福祉センター 国立大学・医療連携退院支援関連部門連絡協議会（平成２６年度） 医事課医療支援室長 地域医療連携係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学外協議会 地域医療連携福祉センター 国立大学・医療連携退院支援関連部門連絡協議会（平成２７年度） 医療支援課長 地域医療連携係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学外協議会 地域医療連携福祉センター 国立大学・医療連携退院支援関連部門連絡協議会（平成２８年度） 医療支援課長 地域医療連携係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 医療支援課長 北海道大学病院医療支援課地域医療連携係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 リスクマネジメント委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 リスクマネジメント委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 リスクマネジメント委員会（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 リスクマネジメント委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療安全管理委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 リスクマネジャー連絡会議（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 リスクマネジャー連絡会議（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 リスクマネジャー連絡会議（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 リスクマネジャー連絡会議（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 リスクマネジャー連絡会議（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医薬品安全管理体制専門委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄



北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医薬品安全管理体制専門委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医薬品安全管理体制専門委員会（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医薬品安全管理体制専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医薬品安全管理体制専門委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療安全管理部会議（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療安全管理部会議（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療安全管理部会議（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療安全管理部門会議（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療安全管理部門会議（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療機器安全管理体制専門委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療機器安全管理体制専門委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療機器安全管理体制専門委員会（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療機器安全管理体制専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療機器安全管理体制専門委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 静脈注射安全管理体制専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 静脈注射安全管理体制専門委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 報告 医療事故情報収集事業報告　医療事故報告書（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 報告 医療事故情報収集事業報告　医療事故報告書（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 報告 医療事故情報収集事業報告　医療事故報告書（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 報告 医療事故情報収集事業報告　医療事故報告書（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 報告 医療事故情報収集事業報告　医療事故報告書（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故対策特別部会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故対策特別部会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故対策特別部会（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故対策特別部会（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故対策特別部会（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故等調査・分析専門委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故等調査・分析専門委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故等調査・分析専門委員会（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故等調査・分析専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 医療事故等調査・分析専門委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 人工心肺・人工心臓安全管理専門委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 人工心肺・人工心臓安全管理専門委員会（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 人工心肺・人工心臓安全管理専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 人工心肺・人工心臓安全管理専門委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 分娩管理安全対策専門委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 分娩管理安全対策専門委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 医療安全係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 分娩管理安全対策専門委員会（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 分娩管理安全対策専門委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 分娩管理安全対策専門委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 B型肝炎ワクチン接種 Ｂ型肝炎ワクチン接種関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 B型肝炎ワクチン接種 Ｂ型肝炎ワクチン接種関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 B型肝炎ワクチン接種 Ｂ型肝炎ワクチン接種関係（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 B型肝炎ワクチン接種 Ｂ型肝炎ワクチン接種関係（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 B型肝炎ワクチン接種 Ｂ型肝炎ワクチン接種関係（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 HBs抗原・抗体検査 ＨＢｓ抗原・抗体検査関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 HBs抗原・抗体検査 ＨＢｓ抗原・抗体検査関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 HBs抗原・抗体検査 ＨＢｓ抗原・抗体検査関係（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 HBs抗原・抗体検査 ＨＢｓ抗原・抗体検査関係（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 健康・安全管理 HBs抗原・抗体検査 ＨＢｓ抗原・抗体検査関係（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 院内感染対策委員会（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 庶務関係その他 その他庶務 感染制御部関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 庶務関係その他 その他庶務 感染制御部関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 庶務関係その他 その他庶務 感染制御部関係（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 庶務関係その他 その他庶務 感染制御部関係（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 庶務関係その他 その他庶務 感染制御部関係（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 労務管理係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 会議 学内会議 感染対策マネジャー連絡会議（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療安全係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療安全係 副総括文書管理者が判断
北海道大学病院医療支援課 病院 病院関係 東日本大震災被災地への人員派遣に伴う保険加入関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 病院 病院関係 東日本大震災被災地への人員派遣に伴う保険加入関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄



北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 医療法第２５条に基づく立入検査（医療監視）（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 救急病院等を定める省令に基づく救急病院及び救急診療所の認定について（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 救急病院等を定める省令に基づく救急病院及び救急診療所の認定について（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 救急病院等を定める省令に基づく救急病院及び救急診療所の認定について（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 医療法関係諸手続 医療法関係諸手続 救急病院等を定める省令に基づく救急病院及び救急診療所の認定について（平成２８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 協議会等 札幌法務局管内訟務担当者会議 札幌法務局管内訟務担当者会議（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 検査 立入検査 精神病院実地審査・実地指導（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 調査 調査 精神保健福祉資料関係（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（昭和６１年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1986年度 1987/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成元年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1989年度 1990/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成０２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1990年度 1991/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成０４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1992年度 1993/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成０５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1993年度 1994/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成０６年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1994年度 1995/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成０８年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1996年度 1997/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１０年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1998年度 1999/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１１年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 1999年度 2000/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１２年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 2000年度 2001/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１３年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 2001年度 2002/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１４年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 2002年度 2003/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１５年度） 北海道大学病院医事課長 医事課専門職員 2003年度 2004/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療支援課医療支援掛 2004年度 2005/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療支援課医療支援掛 2005年度 2006/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１８年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2006年度 2007/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成１９年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2007年度 2008/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成２０年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2008年度 2009/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成２１年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2009年度 2010/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成２２年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2010年度 2011/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成２３年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2011年度 2012/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2014年度 2015/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2015年度 2016/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係 訴訟・証拠保全関係（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2016年度 2017/4/1 事件終了後30年 未定 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２７年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬関係（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 病院 病院関係 臨床研究保険関係（平成２４年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 病院 病院関係 臨床研究保険関係（平成２５年度） 北海道大学病院総務課長 法規調査係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 病院 病院関係 臨床研究保険関係（平成２６年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 病院 病院関係 臨床研究保険関係（平成２7年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄
北海道大学病院医療支援課 病院 病院関係 臨床研究保険関係（平成２８年度） 北海道大学病院医療支援課長 医療訟務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・書庫 北海道大学病院医療支援課長 北海道大学病院医療支援課医療訟務係 廃棄



部局等名 大分類 中分類 法人文書ファイル名（小分類） 作成・取得時の文書管理者 作成者 作成（取得）年度等 保存期間の起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体の種別 保存場所 文書管理者 管理担当 保存期間満了時の措置 備考
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 広報委員会資料（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 委員会委員長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 委員会委員長 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 学部講義・実習出欠簿（平成２8年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 大学院入学試験口頭試問面接資料（平成26年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 大学院入学試験口頭試問面接資料（平成27年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 大学院入学試験問題（平成２７年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 大学院入学試験問題（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験評価基準（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験評価基準（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験評価基準（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験評価基準（平成２７年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験評価基準（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験問題（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験問題（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験問題（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験問題（平成２７年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔機能学講座 定期試験問題（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 定期試験問題（平成２７年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 外部機関提出研究報告書 歯学研究科長・歯学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 外部機関提出研究報告書 歯学研究科長・歯学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 外部機関提出研究報告書 歯学研究科長・歯学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 各種研究助成金申請書(平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 各種研究助成金申請書(平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 各種研究助成金申請書(平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 核燃料物資に関する記録（平成１３年度～平成２０年度） 歯学研究科長・歯学部長 計量管理責任者 2001年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 計量管理責任者 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 核燃料物資に関する記録（平成２１年度） 歯学研究科長・歯学部長 計量管理責任者 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 計量管理責任者 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 核燃料物資に関する記録（平成２２年度） 歯学研究科長・歯学部長 計量管理責任者 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 計量管理責任者 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 核燃料物資管理記録簿（平成１３年度～平成２０年度） 歯学研究科長・歯学部長 計量管理責任者 2001年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 計量管理責任者 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 核燃料物資管理記録簿（平成２１年度） 歯学研究科長・歯学部長 計量管理責任者 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 計量管理責任者 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 アルコール使用簿（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 アルコール使用簿（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 アルコール使用簿（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 アルコール使用簿（平成２７年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 アルコール使用簿（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 回収アルコール受払簿（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 回収アルコール受払簿（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 回収アルコール受払簿（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 回収アルコール受払簿（平成２７年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 回収アルコール受払簿（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 大学院入学試験問題（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 大学院入学試験問題（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 定期試験問題（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 定期試験問題（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 定期試験問題（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 定期試験問題（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 定期試験問題（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 定期試験問題（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 定期試験問題（平成２７年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 定期試験問題（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 学業成績評価基準（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 学業成績評価基準（平成２7年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 遺伝子組換え生物等処分記録簿 歯学研究科長・歯学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 遺伝子組換え生物等処分記録簿 歯学研究科長・歯学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 遺伝子組換え生物等処分記録簿 歯学研究科長・歯学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 遺伝子組換え生物等処分記録簿 歯学研究科長・歯学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 遺伝子組換え生物等処分記録簿 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔健康科学講座 毒劇薬物受払簿（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 大学院入学試験問題（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 入試担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 学部講義・実習出欠簿（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 定期試験評価基準（平成２8年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 定期試験問題（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 定期試験問題（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 定期試験問題（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 定期試験問題（平成２７年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 定期試験問題（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 各科目担当教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 外部機関提出研究報告書 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 各種研究助成金申請書(平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 アルコール使用簿（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 回収アルコール受払簿（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 口腔病態学講座 毒劇薬物受払簿（平成２８年度） 歯学研究科長・歯学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 教員 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 学術支援部 学術支援部 RI関係法定帳簿（平成２４年度） 歯学研究科長・歯学部長 薬理学教室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 薬理学教室 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 学術支援部 学術支援部 RI関係法定帳簿（平成２５年度） 歯学研究科長・歯学部長 薬理学教室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 薬理学教室 廃棄
歯学研究院・歯学院・歯学部 学術支援部 学術支援部 RI関係法定帳簿（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 薬理学教室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 薬理学教室 廃棄



歯学研究院・歯学院・歯学部 口腔医学専攻 臨床教育部門 大学院入学試験問題（平成２６年度） 歯学研究科長・歯学部長 入試担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 歯学研究科院長・歯学院長・歯学部長 担当教員 廃棄
歯学事務部 人事 人事 勤務評定（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 事務長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部事務長 廃棄
歯学事務部 人事 人事 勤務評定（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 事務長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部事務長 廃棄
歯学事務部 人事 人事 勤務評定（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 事務長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部事務長 廃棄
歯学事務部 人事 人事 勤務評定（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 事務長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部事務長 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 B型肝炎検査（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 退職から5年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 B型肝炎検査（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2013年度 2014/4/1 退職から5年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 B型肝炎検査（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 退職から5年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 B型肝炎検査（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2015年度 2016/4/1 退職から5年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 B型肝炎検査（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 退職から5年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI健康診断関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI健康診断関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI健康診断関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI健康診断関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI健康診断関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI個人線量当量管理票（昭和５０年～平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1975年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI個人線量当量管理票（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI個人線量当量管理票（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI個人線量当量管理票（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI個人線量当量管理票（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI個人線量当量管理票（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI個人線量当量管理票（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 ＲI個人線量当量管理票（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 RI被爆線量当量測定記録簿（平成元年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ　ＲＡ関係（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ　ＲＡ関係（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ　ＲＡ関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ　ＲＡ関係（平成２1年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ・ＲＡ（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ・ＲＡ（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ・ＲＡ（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ・ＲＡ（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ・ＲＡ（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ・ＲＡ（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 ＴＡ・ＲＡ（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 衛生管理 安全衛生巡視関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 衛生管理 安全衛生巡視関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 衛生管理 安全衛生巡視関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 衛生管理 安全衛生巡視関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線装置関係（平成１５年度～ 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 教員公募（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 教員公募（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 教員公募（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 教員公募（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 教員公募（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 人事 教授選考（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教授選考（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教授選考（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教授選考（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教授選考（平成２8年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 グループ保険等（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 グループ保険等（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 グループ保険等（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 グループ保険等（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 グループ保険等（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 競争的資金等 研究推進部・産学連携関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 競争的資金等 研究推進部・産学連携関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 競争的資金等 研究推進部・産学連携関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 競争的資金等 研究推進部・産学連携関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 個人情報 個人情報保護関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 個人情報 個人情報保護関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 個人情報 個人情報保護関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会（平成１５年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2008/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会（平成２０年度～平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理委員会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２２年度～） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理（平成２8年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 慰霊式 慰霊式関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 慰霊式 慰霊式関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 慰霊式 慰霊式関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 慰霊式 慰霊式関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 慰霊式 慰霊式関係（平成２8年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 供養祭 動物供養祭（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄



歯学事務部 その他 供養祭 動物供養祭（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 供養祭 動物供養祭（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 供養祭 動物供養祭（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 201５年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 供養祭 動物供養祭（平成２8年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 移管書類（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 移管書類（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 移管書類（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 移管書類（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 移管書類（平成２8年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 遺伝子組み換え実験関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 非常勤職員 医員（研修医）研修修了発行台帳（平成１０年度～平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1998年度 2003/4/1 退職から5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典関係（平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典関係（平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典関係（平成１５・１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典関係（平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典関係（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典関係（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 叙勲・表彰 叙勲・表彰 栄典関係（平成２1年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 調査 調査 科学技術研究調査（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 科学技術研究調査（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 科学技術研究調査（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 科学技術研究調査（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 科学技術研究調査（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２３年度）(採択分） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２４年度）(採択分） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２5年度）（採択分） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２６年度）（採択分） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２７年度）（採択分） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2015/4/1 研究終了後5年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成２８年度）（採択分） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 研究終了後5年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費助成事業（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費助成事業（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費助成事業（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費助成事業（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者名簿（平成17年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2005年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者名簿（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者名簿（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者名簿（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者名簿（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者名簿（平成２4年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２4年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成２4年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 課題解決型高度医療人材養成プログラム（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 課題解決型高度医療人材養成プログラム（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 課題解決型高度医療人材養成プログラム（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 課題解決型高度医療人材養成プログラム（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年間 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 解剖 解剖体火葬関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 解剖 解剖体火葬関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 解剖 解剖体火葬関係（平成28年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 選挙 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



歯学事務部 選挙 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２8年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 広報 名簿・概要 各種校正関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 広報 名簿・概要 各種校正関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 広報 名簿・概要 各種校正関係（平成２8年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 各種調査（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 各種調査（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 各種調査（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 各種調査（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 各種調査（平成２8年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学位記伝達式（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学位記伝達式（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学位記伝達式（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 学校基本調査（平成２4年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 学校基本調査（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 学校基本調査（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 学校基本調査（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 学校基本調査（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会（平成１２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会（平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会（平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会（平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会（平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会（平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会(平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会(平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会(平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会(平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会(平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 学部教授会(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 肝炎検査（平成９年度～平成１５年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1997年度 2003/4/1 退職から5年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２６年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２７年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２８年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２６年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２７年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２８年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与データ入力（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与データ入力（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与データ入力（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与データ入力（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与データ入力（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与データ入力（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与データ入力（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（短期）（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（短期）（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（短期）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（短期）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（短期）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（短期）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（短期）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（長期）（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（長期）（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（長期）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（長期）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（長期）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（長期）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済（長期）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄



歯学事務部 人事 共済 共済組合員証更新・検認・要件の確認（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済組合員証更新・検認・要件の確認（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済組合員証更新・検認・要件の確認（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済組合員証更新・検認・要件の確認（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済組合員証更新・検認・要件の確認（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済組合員証更新・検認・要件の確認（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 共済 共済組合員証更新・検認・要件の確認（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 人事 人事 教員人事（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教員人事（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教員人事（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教員人事（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教員人事（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教員人事（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 教員人事（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和５４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和５５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和５６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和５７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和５８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和５９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和６０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和６１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和６２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（昭和６３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成１０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成１１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 教授会（平成元年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 健康診断（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 健康診断（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 健康診断（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 健康診断（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 健康診断 健康診断（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業時間報告書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業時間報告書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業時間報告書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業時間報告書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業時間報告書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業台帳（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業台帳（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業台帳（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業台帳（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 兼業 兼業台帳（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科委員会（平成１０年度・平成１１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科委員会（平成６年度～平成９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1994年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会（平成１２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会（平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会（平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会（平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会（平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会（平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会(平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会(平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会(平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会(平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会(平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 学内会議 研究科教授会(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 研究企画課関係(平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 研究協力課関係(平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 研究協力課関係(平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 研究協力課関係(平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 補助金 研究協力課関係(平成２4年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究協力 学内会議 研究高度化推進委員会（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 学内会議 研究高度化推進委員会（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 学内会議 研究高度化推進委員会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 学内会議 研究高度化推進委員会（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 学内会議 研究高度化推進委員会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 研究助成金取扱調査（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 研究助成金取扱調査（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 研究助成金取扱調査（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 研究助成金取扱調査（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 研究助成金取扱調査（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 定員内職員 研修・説明会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 定員内職員 研修・説明会（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 定員内職員 研修・説明会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研修 国内研修・海外研修 研修承認申請書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研修 国内研修・海外研修 研修承認申請書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研修 国内研修・海外研修 研修承認申請書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研修 国内研修・海外研修 研修承認申請書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研修 国内研修・海外研修 研修承認申請書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 雇用保険（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 雇用保険（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 雇用保険（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 雇用保険（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 雇用保険（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 雇用保険（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 保険関係 雇用保険（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 公印 公印 公印関係（作成・改刻・廃止申請，印影印刷申請）（平成１２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 公印 公印 公印使用簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他庶務 公開講座(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他庶務 公開講座(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他庶務 公開講座(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他庶務 時間外入館管理システム利用願（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他庶務 時間外入館管理システム利用願（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他庶務 時間外入館管理システム利用願（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害関係 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 広報 広報 広報関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 広報 広報 広報関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 広報 広報 広報関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 広報 広報 広報関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 広報 広報 広報関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 構内入構証 構内入構証（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 構内入構証 構内入構証（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 構内入構証 構内入構証（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 日本学術振興会国際交流事業に関するもの（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 日本学術振興会国際交流事業に関するもの（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 日本学術振興会国際交流事業に関するもの（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 日本学術振興会国際交流事業に関するもの（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 日本学術振興会国際交流事業に関するもの（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 国際交流事業に関するもの（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 国際交流事業に関するもの（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 国際交流事業に関するもの（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 国際交流事業に関するもの（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 補助金 国際交流事業に関するもの（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成16年度～平成２２年度) 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 国際交流状況調査（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 国際交流状況調査（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 国際交流状況調査（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 国際交流状況調査（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄



歯学事務部 調査 調査 国際交流状況調査（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学医学部長・歯学部長及び病院長会議（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学医学部長・歯学部長及び病院長会議（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学医学部長・歯学部長及び病院長会議（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学医学部長・歯学部長及び病院長会議（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学医学部長・歯学部長及び病院長会議（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（平成１７年度～平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（平成２２年度～） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄記録簿（平成７年～） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 国際交流 部局間交流協定 姉妹校提携（昭和４６年～平成１６年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1971年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 国際交流 部局間交流協定 姉妹校提携（平成１７年度～） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 視学委員 視学委員による実地視察（平成１３年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学外会議 歯科大学学長・歯学部長会議(平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 歯科大学学長・歯学部長会議(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 歯科大学学長・歯学部長会議(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 歯科大学学長・歯学部長会議(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 歯科大学学長・歯学部長会議(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 広報 概要 歯学研究科概要（平成１５年度～平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 広報 概要 歯学研究科概要（平成２１年度～平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 広報 概要 歯学研究科概要（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 広報 概要 歯学研究科概要（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 広報 概要 歯学研究科概要（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 広報 概要 歯学研究科概要（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 広報 概要 歯学研究科概要（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 広報 概要 歯学研究科概要（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 事務系人事（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 事務系人事（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 事務系人事（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 事務系人事（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 事務系人事（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 事務系人事（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 事務系人事（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 諸手当関係 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 放射線障害 主任者等の発令（平成７年～） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 指名解除されるまで 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 住居手当 住居届 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 就業管理システム 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 初任給調整手当 初任給調整手当支給調書 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給事由消滅から3年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他庶務 庶務関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他庶務 庶務関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他庶務 庶務関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成１９年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２０年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２１年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２２年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２３年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２４年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２５年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２６年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２７年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２８年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 受賞 奨励賞関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 受賞 奨励賞関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 受賞 奨励賞関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 振替代休通知簿(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 振替代休通知簿(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 振替代休通知簿(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成７年～平成２１年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1995年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 調査 調査 人事・給与調査（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 人事・給与調査（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 人事・給与調査（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 人事・給与調査（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 人事・給与調査（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 人事・給与調査（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄



歯学事務部 調査 調査 人事・給与調査（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事関係通知（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事関係通知（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事関係通知（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事関係通知（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事関係通知（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事雑件（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事雑件（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事雑件（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事雑件（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他人事 人事雑件（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究者受入 専門研究員 専門研究員（平成１８年度～） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究者受入 客員研究員 客員研究員（平成６年度～） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 研究期間終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 全国歯科大学・歯学部附属病院長会議（写）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 全国歯科大学・歯学部附属病院長会議（写）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 全国歯科大学・歯学部附属病院長会議（写）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 全国歯科大学・歯学部附属病院長会議（写）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 全国歯科大学・歯学部附属病院長会議（写）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 組換DNA実験（平成７年度～平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1995年度 2003/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 記念行事 創立４０周年 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 総長選挙（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 総長選挙（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院担当手当（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院担当手当（平成２1年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院担当手当（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院担当手当（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院担当手当（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院担当手当（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院担当手当（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院担当手当（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 大学院担当手当（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 交流協定関係 大学間交流協定 大学間交流協定関係（昭和４６年度～） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学機関別認証評価（平成２０年度～平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学機関別認証評価（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学機関別認証評価（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学機関別認証評価（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学機関別認証評価（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学機関別認証評価（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学機関別認証評価（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 構内入構証 大学業務車両入構貸し出し簿（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 構内入構証 大学業務車両入構貸し出し簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 その他 構内入構証 大学業務車両入構貸し出し簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学情報データベース(平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学情報データベース(平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学情報データベース(平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学情報データベース(平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学情報データベース(平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 点検評価 大学情報データベース(平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 調査 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任届 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 知財関係（平成１６年度～平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 知財関係（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 知財関係（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 知財関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 知財関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 知財関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 知財関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 知財関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 知財関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 中期目標期間評価（平成１９年度～平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 中期目標期間評価（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 中期目標期間評価（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 中期目標期間評価（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 中期目標期間評価（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 中期目標期間評価（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 中期目標期間評価（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 服務 勤務時間及び休暇 長期病休者台帳 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 点検評価 点検評価関係（平成１１年度～平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1999年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 点検評価関係（平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 点検評価関係（平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 国立大学のミッションの再定義（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 国立大学のミッションの再定義（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 国立大学のミッションの再定義（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



歯学事務部 管理運営 点検評価 国立大学のミッションの再定義（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 国立大学のミッションの再定義（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 災害対応 東日本大震災 東日本大震災に伴う被災地支援 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 動物実験関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 実験動物飼養に係る諸手続き（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 法令 本学の規程等 内規関係（平成１１年度～平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1999年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 法令 本学の規程等 内規関係（平成１５年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 法令 本学の規程等 内規関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学術研究助成 研究者養成・補助金 日本学術振興会関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 入試手当 入試手当（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 住居手当 認定に係る添付書類 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 単身赴任手当 認定に係る添付書類 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 扶養手当 認定に係る添付書類 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度計画・年度評価実績報告（平成２１年度～平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度計画・年度評価実績報告（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度計画・年度評価実績報告（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度計画・年度評価実績報告（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度計画・年度評価実績報告（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度計画・年度評価実績報告（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度計画・年度評価実績報告（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度評価（平成１６年度～平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2004年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度評価（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度評価（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 管理運営 点検評価 年度評価（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員関係（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員関係（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 非正規職員関係（平成２1年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 病原体関係(平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 病原体関係(平成２１年度～平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 病原体関係(平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 病原体関係(平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 病原体関係(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 病原体関係(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 病原体関係(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 病原体関係(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1969年度 1970/4/1 支給喪失から3年 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与決定関係 普通昇給 普通昇給（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与決定関係 普通昇給 普通昇給（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与決定関係 普通昇給 普通昇給（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与決定関係 普通昇給 普通昇給（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与決定関係 普通昇給 普通昇給（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与決定関係 普通昇給 普通昇給（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 給与決定関係 普通昇給 普通昇給（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄



歯学事務部 設置・改廃・諸届 附属病院に係る申請・届出 附属病院に関する各種申請・届出書類（昭和４５年～平成１５年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1970年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 選挙 選挙 部局長等選挙（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 部局長等選挙（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 部局長等選挙（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 選挙 選挙 部局長等選挙（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成１６年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成１７年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成１８年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成１９年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成２０年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成１０年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成１１年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成１２年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成１３年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成１4年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成１５年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成４年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成５年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成６年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成７年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成８年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大歯・海大歯病）（平成９年） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 文部科学省・各学会等主催ワークショップ・セミナー等（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 文部科学省・各学会等主催ワークショップ・セミナー等（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 文部科学省・各学会等主催ワークショップ・セミナー等（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 会議 学外会議 文部科学省・各学会等主催ワークショップ・セミナー等（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成１２年度～平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2000年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成１５年度～平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成１７年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2005年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成２０年度～平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素教育訓練・登録申請関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設関係（平成１２年度～平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2000年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設関係（平成１７年度～平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設関係（平成２4年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素等管理関係（平成２4年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 ＲＩ関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 ＲＩ関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 ＲＩ関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 ＲＩ関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル延長簿(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル延長簿(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル延長簿(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル延長簿(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル管理簿(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル管理簿(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル管理簿(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル管理簿(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル基準簿(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル基準簿(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル基準簿(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル基準簿(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル延長簿(平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル廃棄簿(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子（HDD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル管理簿作成関係(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル管理簿作成関係(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル管理簿作成関係(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書ファイル管理簿作成関係(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 北海道大学ICカード職員証 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便切手受払簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 出張等 国内出張・外国出張等 旅行命令簿（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 出張等 国内出張・外国出張等 旅行命令簿（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 出張等 国内出張・外国出張等 旅行命令簿（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 出張等 国内出張・外国出張等 旅行命令簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 出張等 国内出張・外国出張等 旅行命令簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 倫理委員会（平成１０年度～平成１２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 倫理委員会（平成１３年度～平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2003/4/1 研究終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 倫理委員会（平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 研究終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 倫理委員会（平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 研究終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 倫理委員会（平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 研究終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 倫理委員会（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 研究終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 倫理委員会（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 倫理委員会(平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 臨床・疫学研究倫理審査委員会（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 臨床・疫学研究倫理審査委員会（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 臨床・疫学研究倫理審査委員会（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 臨床・疫学研究倫理審査委員会（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 臨床・疫学研究倫理審査委員会（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 臨床・疫学研究倫理審査委員会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 臨床・疫学研究倫理審査委員会（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 臨床研究・疫学研究 臨床・疫学研究倫理審査委員会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 臨床教授（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 臨床教授（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 臨床教授（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 臨床教授（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 任免関係 非常勤職員 臨床教授（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 廃棄
歯学事務部 研究協力 連携協定 連携協定・連携講座（平成２１年度～） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 教務関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他教務 教務関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他教務 教務関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他教務 教務関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他教務 教務関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験関係（平成１１年度～平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1999年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験関係（平成１５年度～平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験関係（平成１７年度～平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2005年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験関係（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験関係（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験関係（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 歯科医師国家試験（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 その他 その他教務 調査・照会（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他教務 調査・照会（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他教務 調査・照会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他教務 調査・照会（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他教務 調査・照会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 課外活動 課外活動 学生団体（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成７年度～平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1997年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成１６年度～平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2004年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学祭（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成１７年度～平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2005年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 課外活動 課外活動 歯学体（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 カリキュラム委員会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成１１年度～平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1999年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成１４年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2002年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験関係（平成７年度～平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1995年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験関係（平成１８年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2006年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験関係（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 外国語試験（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 学位関係（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 学位関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 学位関係（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 学位（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 学位（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 学位（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 学位（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 学位（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 学位（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 学位（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄



歯学事務部 学位 学位 学位授与者名簿（課程・論文） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1973年度 1974/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学位 学位 研究発表（平成１６年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2004年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成１８年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2006年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学位 学位 論文予備審査委員会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成７年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1995年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生カード（身上調書）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生異動関係（研究生）（平成３年度～） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1991年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学生異動関係（正規生）（平成３年度～平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1991年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 学籍簿 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動関係（平成１４年度～平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2002年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動関係（平成１８年度～平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2006年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動関係（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（休学・退学）（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（休学・退学）（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（休学・退学）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（休学・退学）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（除籍・復籍）（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（除籍・復籍）（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（除籍・復籍）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（除籍・復籍）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（除籍・復籍）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（除籍・復籍）（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 学生の異動 正規生異動（除籍・復籍）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 学籍簿 卒業・修了 卒業・修了者名簿 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1972年度 1973/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 卒業・修了者名簿 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学位記伝達式・大学院入学式・学部移行式（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学位記伝達式・大学院入学式・学部移行式（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学部（大学院）進級・卒業判定（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学部（大学院）進級・卒業判定（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学部（大学院）進級・卒業判定（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学部（大学院）進級・卒業判定（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学部（大学院）進級・卒業判定（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学部（大学院）進級・卒業判定（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 学部（大学院）進級・卒業判定（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 掲示（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 非常勤講師（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 非常勤講師（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 非常勤講師（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 非常勤講師（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 非常勤講師（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 新渡戸カレッジ・新渡戸スクール関係(平成２７年度) 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部・大学院共通 新渡戸カレッジ・新渡戸スクール関係(平成２８年度) 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 シラバス 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 教育実施 学部教育 院外実習担当者会議（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 院外実習担当者会議（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 院外実習担当者会議（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 院外実習担当者会議（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 院外実習担当者会議（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 解剖体慰霊式（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 解剖体慰霊式（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 解剖体慰霊式（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 解剖体慰霊式（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 解剖体慰霊式（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 学生便覧 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 教育実施 学部教育 関連臨床医学（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 関連臨床医学（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 関連臨床医学（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 関連臨床医学（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 関連臨床医学（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 既修得単位認定（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 既修得単位認定（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 既修得単位認定（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄



歯学事務部 教育実施 学部教育 既修得単位認定（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 既修得単位認定（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 共用試験システム（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 共用試験システム（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 共用試験システム（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 共用試験システム（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 共用試験システム（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 授業関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 成績報告（学部学生）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 成績報告（学部学生）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 成績報告（学部学生）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 成績報告（学部学生）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 成績報告（学部学生）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 全学教育科目（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 全学教育科目（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 全学教育科目（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 全人教育演習（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 全人教育演習（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 全人教育演習（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 全人教育演習（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 全人教育演習（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 早期臨床体験実習・後期臨床体験実習（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 早期臨床体験実習・後期臨床体験実習（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 早期臨床体験実習・後期臨床体験実習（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 早期臨床体験実習・後期臨床体験実習（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 早期臨床体験実習・後期臨床体験実習（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 総合教育部（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 総合教育部（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 総合教育部（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 総合教育部（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 総合教育部（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 抜去歯牙収集（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 抜去歯牙収集（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 抜去歯牙収集（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 抜去歯牙収集（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 抜去歯牙収集（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床教授制度（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床教授制度（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床教授制度（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床教授制度（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床教授制度（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床実習協議会（４１期） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床実習協議会（４２期） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床実習協議会（４３期） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床実習協議会（４４期） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 学部教育 臨床実習協議会（４５期） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 共同研究等承認・研究指導委託・受託及び海外派遣・渡航等（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 共同研究等承認・研究指導委託・受託及び海外派遣・渡航等（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 共同研究等承認・研究指導委託・受託及び海外派遣・渡航等（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 共同研究等承認・研究指導委託・受託及び海外派遣・渡航等（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 共同研究等承認・研究指導委託・受託及び海外派遣・渡航等（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 歯学研究セミナー（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 歯学研究セミナー（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 歯学研究セミナー（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 歯学研究セミナー（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 歯学研究セミナー（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（大学院）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（大学院）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（大学院）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（大学院）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 成績報告（大学院）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修届（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修届（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修届（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修届（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修届（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 長期履修（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 長期履修（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄



歯学事務部 教育実施 大学院教育 長期履修（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 長期履修（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教育実施 大学院教育 長期履修（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教務情報システム 教務情報システム 教務情報システム（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教務情報システム 教務情報システム 教務情報システム（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教務情報システム 教務情報システム 教務情報システム（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教務情報システム 教務情報システム 教務情報システム（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 教務情報システム 教務情報システム 教務情報システム（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成１１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成１２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 研究生 研究生 研究生（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生事故（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生事故（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生事故（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生事故（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生事故（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生事故（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生事故（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生表彰（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生表彰（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生表彰（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生表彰（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 学生表彰（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 合宿研修（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 合宿研修（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 合宿研修（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 合宿研修（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 合宿研修（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 就職（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 就職（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 就職（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 就職（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 就職（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 保健（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 保健（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 保健（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 保健（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 保健（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 臨床研修医（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 臨床研修医（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 臨床研修医（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 臨床研修医（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 厚生補導 厚生補導 臨床研修医（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 災害対応 東日本大震災 東日本大震災関係（平成２２年度～平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 奨学金 奨学金 海外留学奨学金（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 海外留学奨学金（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 海外留学奨学金（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 海外留学奨学金（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 海外留学奨学金（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 奨学金 奨学金 日本学生支援機構奨学金（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 証明書 証明書 各種証明書（英文証明書）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 証明書 証明書 各種証明書（英文証明書）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 証明書 証明書 各種証明書（英文証明書）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 証明書 証明書 各種証明書（定型様式以外）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 証明書 証明書 各種証明書（定型様式以外）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄



歯学事務部 証明書 証明書 各種証明書（定型様式以外）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 ＡＯ入試・帰国子女入試（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 ＡＯ入試・帰国子女入試（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 ＡＯ入試・帰国子女入試（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 ＡＯ入試・帰国子女入試（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 ＡＯ入試・帰国子女入試（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープンユニバーシティ（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 オープン・キャンパス（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 学部入試 一般入試（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 一般入試（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 一般入試（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 一般入試（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 一般入試（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 合格者名簿（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 合格者名簿（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 合格者名簿（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 合格者名簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 合格者名簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 私費外国人留学生入試（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 私費外国人留学生入試（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 私費外国人留学生入試（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 私費外国人留学生入試（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 学部入試 私費外国人留学生入試（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成１２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院学生募集要項（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成１６年度～平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2004年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入学願書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成１２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成１３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成１４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成１５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成１６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成１７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成１８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄



歯学事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除 入学料・授業料免除（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２7年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 留学生 留学生 留学生（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 文書処理 その他文書 法人文書関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 広報 学生便覧・シラバス 印刷物関係（学生便覧・シラバス）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 広報 学生便覧・シラバス 印刷物関係（学生便覧・シラバス）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 広報 学生便覧・シラバス 印刷物関係（学生便覧・シラバス）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 広報 学生便覧・シラバス 印刷物関係（学生便覧・シラバス）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部教務担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール関係（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール受払簿（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール受払簿（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール受払簿（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール受払簿（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール受払簿（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール受払簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 アルコール受払簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 共同研究・受託研究（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 共同研究・受託研究（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 共同研究・受託研究（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 共同研究・受託研究（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 共同研究・受託研究（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 その他補助金（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 その他補助金（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 その他補助金（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 その他補助金（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 その他補助金（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他 タクシーチケット受払簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費収支簿（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 監査関係 会計検査院関係 会計検査院関係（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 監査関係 会計検査院関係 会計検査院関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 監査関係 会計検査院関係 会計検査院関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 監査関係 会計検査院関係 会計検査院関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄



歯学事務部 監査関係 会計検査院関係 会計検査院関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 監査関係 会計検査院関係 会計検査院関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 監査関係 会計検査院関係 会計検査院関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（調書依頼）（１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（調書依頼）（２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（調書依頼）（２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（日程通知）（１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（日程通知）（２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査について（日程通知）（２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査の結果報告について（１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査の結果報告について（２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査の結果報告について（２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 概算要求関係 概算要求関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 概算要求関係 概算要求関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 概算要求関係 概算要求関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 奨学寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 奨学寄附金関係 寄附金受入原義書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険関係（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険関係（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 公印 公印 公印関係（作成・改刻・廃止申請） 歯学研究科・歯学部事務長 会計係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 債務計上票（科研費除く）（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 債務計上票（科研費除く）（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 債務計上票（科研費除く）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 債務計上票（科研費除く）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 債務計上票（科研費除く）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 債務計上票（科研費除く）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 外部資金関係 債務計上票（科研費除く）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 債務計上票（授業料にかかるもの）（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 債務計上票（授業料にかかるもの）（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 債務計上票（授業料にかかるもの）（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 債務計上票（授業料にかかるもの）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 社会保険関係 社会保険関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 社会保険関係 社会保険関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 社会保険関係 社会保険関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 社会保険関係 社会保険関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 授業料関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄



歯学事務部 収入関係 収入関係 授業料関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 授業料関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 授業料関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 授業料関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 授業料債権発生通知書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 除雪業務日誌（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 除雪業務日誌（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 除雪業務日誌（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 除雪業務日誌（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 除雪業務日誌（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 除雪業務日誌（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 除雪業務日誌（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 奨学寄附金関係 奨学寄附金関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 奨学寄附金関係 奨学寄附金関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 奨学寄附金関係 奨学寄附金関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 奨学寄附金関係 奨学寄附金関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 外部資金関係 奨学寄附金関係 奨学寄附金関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 動物室動物飼育管理業務日誌（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 動物室動物飼育管理業務日誌（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 動物室動物飼育管理業務日誌（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 動物室動物飼育管理業務日誌（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 動物室動物飼育管理業務日誌（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 動物室動物飼育管理業務日誌（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 その他 業務日誌関係 動物室動物飼育管理業務日誌（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 住民税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 住民税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 住民税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 住民税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 住民税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 発注関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 発注関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 発注関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 発注関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 発注関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 帳票関係 備品一覧表（平成１６年度～） 歯学研究科・歯学部事務長 会計係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 収入関係 収入関係 病理組織検査料関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 病理組織検査料関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 病理組織検査料関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 病理組織検査料関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 収入関係 収入関係 病理組織検査料関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（学部・病院） 歯学研究科・歯学部事務長 会計係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 予算 各種調書関係 予算関係（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 各種調書関係 予算関係（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 各種調書関係 予算関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 各種調書関係 予算関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 各種調書関係 予算関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算振替書・予算執行振替伝票（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算振替書・予算執行振替伝票（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算振替書・予算執行振替伝票（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算振替書・予算執行振替伝票（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算振替書・予算執行振替伝票（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算配分通知書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算配分通知書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算配分通知書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算配分通知書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 予算 予算配当関係 予算配分通知書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（役務契約）（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（役務契約）（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（役務契約）（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（役務契約）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（役務契約）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（役務契約）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺添付予定価格書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄



歯学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺添付予定価格書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺添付予定価格書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成19年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成20年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成21年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成22年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子（CD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子（CD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子（CD） 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められているもの)(平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が3年と定められているもの)(平成２６年度) 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が3年と定められているもの)(平成２７年度) 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 健康・安全 作業環境測定 作業環境測定結果(法令により保存期間が3年と定められているもの)(平成２８年度) 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 宿舎入居届 宿舎入居届関係 宿舎入居届に関する申請書 歯学研究科・歯学部事務長 施設営繕担当 1988年度 1989/4/1 退去まで 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 消防設備保守関係 消防設備保守業務（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 消防設備保守関係 消防設備保守業務（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 消防設備保守関係 消防設備保守業務（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 役務 役務に関する書類 昇降機保守業務（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 役務 役務に関する書類 昇降機保守業務（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 役務 役務に関する書類 昇降機保守業務（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 水質検査関係 水質試験成績書（上水）（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 水質検査関係 水質試験成績書（上水）（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 水質検査関係 水質試験成績書（上水）（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 貯水槽検査関係 貯水槽清掃報告書・検査書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 貯水槽検査関係 貯水槽清掃報告書・検査書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 貯水槽検査関係 貯水槽清掃報告書・検査書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 その他 電話移動関係 電話移動等伺い申請書（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 その他 電話移動関係 電話移動等伺い申請書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 その他 電話移動関係 電話移動等伺い申請書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 防火訓練 防火訓練関係 防火訓練関係記録簿（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 防火訓練 防火訓練関係 防火訓練関係記録簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 防火訓練 防火訓練関係 防火訓練関係記録簿（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 受変電点検関係 受変電設備定期点検（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 相互利用 相互利用 学内複写機使用伝票（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 相互利用 相互利用 学内複写機使用伝票（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 相互利用 相互利用 学内複写機使用伝票（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他図書 公文書等（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他図書 公文書等（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 その他 その他図書 公文書等（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 時間外業務日誌及び利用統計（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 時間外業務日誌及び利用統計（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 時間外業務日誌及び利用統計（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成２２年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成２３年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成２４年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 会議 学内会議 歯学部図書委員会（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 図書館利用証発行（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検結果報告（平成１９年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検結果報告（平成２０年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 閲覧 閲覧 歯学部蔵書点検結果報告（平成２１年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 報告 報告 蔵書目録 歯学研究科・歯学部事務長 図書係 1967年度 1968/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 調査・回答 調査・回答 統計・調査関係（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 調査・回答 調査・回答 統計・調査関係（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 調査・回答 調査・回答 統計・調査関係（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 相互利用 相互利用 複写・貸借依頼（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 相互利用 相互利用 複写・貸借依頼（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 相互利用 相互利用 複写・貸借依頼（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 相互利用 相互利用 複写・貸借受付（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 相互利用 相互利用 複写・貸借受付（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 相互利用 相互利用 複写・貸借受付（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 不用決定・除籍（平成２５年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 不用決定・除籍（平成２６年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄
歯学事務部 物品関係 物品関係 不用決定・除籍（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 廃棄



歯学事務部 物品関係 物品関係 物品管理簿 歯学研究科・歯学部事務長 図書係 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 図書事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２８年度） 歯学研究科・歯学部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後５年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部会計担当 廃棄
歯学事務部 防火訓練 防火訓練関係 防火訓練関係記録簿（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 保守 受変電点検関係 受変電設備定期点検（平成２７年度） 歯学研究科・歯学部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部施設担当 廃棄
歯学事務部 人事 人事 年俸制教員業績評価（平成27年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
歯学事務部 人事 人事 年俸制教員業績評価（平成28年度） 歯学研究科・歯学部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 歯学事務部事務長 歯学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員(生化学研究室) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員(生化学研究室) 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 毒物劇物受払簿（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 毒物劇物受払簿（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 毒物劇物受払簿（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 毒物劇物受払簿（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 ＲＩ施設入退室記録（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 実習室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 ＲＩ施設入退室記録（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 実習室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 ＲＩ施設入退室記録（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 実習室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 ＲＩ施設入退室記録（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 実習室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 庶務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 庶務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 庶務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 庶務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 指導学生の身上書（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 指導学生の身上書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（分子生物学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（分子生物学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（分子生物学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（分子生物学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 庶務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 庶務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 庶務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 庶務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（分子生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（ＲＮＡ生物学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子ファイル（共有 PC内） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（ＲＮＡ生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 ＤＮＡ撮影装置使用記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（ＲＮＡ生物学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子ファイル（記録装置） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（RNA生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 ＲＩ施設入退室記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（ＲＮＡ生物学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 実習室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（RNA生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（ＲＮＡ生物学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 庶務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 教員（RNA生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 指導学生の身上書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（ＲＮＡ生物学研究室） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（RNA生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（ＲＮＡ生物学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（RNA生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（ＲＮＡ生物学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教務担当倉庫 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（RNA生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（ＲＮＡ生物学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（RNA生物学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 ＤＮＡ撮影装置使用記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（神経科学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（神経科学研究室） 廃棄



薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（神経科学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 指導学生の身上書（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 指導学生の身上書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 指導学生の身上書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（神経科学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（衛生化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（衛生化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（生体分子機能学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄



薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 知的財産関係文書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 生体機能科学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生体分子機能学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生体分子機能学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（天然物化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（天然物化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（天然物化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（精密合成化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 施光度計利用記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（精密合成化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 知的財産関係文書（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 知的財産関係文書（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 知的財産関係文書（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 知的財産関係文書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 知的財産関係文書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（精密合成化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2022/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（精密合成化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 Ｘ線結晶解析装置利用記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬品製造化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬品製造化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 施光度計利用記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬品製造化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬品製造化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 知的財産関係文書（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬品製造化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬品製造化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 知的財産関係文書（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬品製造化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬品製造化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬品製造化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬品製造化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄



薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学部門 創薬化学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬有機化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬有機化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究室セミナー記録（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（薬理学研究室） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（PC） 研究員室 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究室セミナー記録（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（薬理学研究室） 2015年度 2016/4/1 2年 2018/3/31 電子（PC） 研究員室 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（薬理学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（PC） 研究員室 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２２年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２３年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２２年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２３年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２２年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２３年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２２年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子（PC） 教授室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２３年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 電子（PC） 教授室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教授室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教授室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教授室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教授室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教授室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２２年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２３年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教授室・研究員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 毒物劇物受払簿（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬理学研究室） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2016年3月31日　延長期間：2年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 毒物劇物受払簿（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬理学研究室） 2015年度 2016/4/1 2年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬理学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬理学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬理学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（薬剤分子設計研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄



薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（薬剤分子設計研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（生体分析化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分析化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分析化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分析化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分析化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分析化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分析化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（生体分析化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（生体分析化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分析化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分析化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（生体分析化学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（生体分析化学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生体分析化学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（生体分析化学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（臨床薬剤学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 知的財産関係文書（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（臨床薬剤学研究室） 2016年度 2016/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（臨床薬剤学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（臨床病態解析学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（USB） 教員室 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄



薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（臨床病態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究室セミナー記録（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（薬物動態解析学研究室） 2015年度 2016/4/1 2年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（薬物動態解析学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（薬物動態解析学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 研究室責任者（薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２３年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員(薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 修士論文（平成２３年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２３年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：1年

薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 医療薬学部門 医療薬学分野 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬物動態解析学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（薬物動態解析学研究室） 廃棄
薬学研究院・薬学部 臨床薬学教育研究センター 臨床薬学教育研究センター 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 臨床薬学教育研究センター 臨床薬学教育研究センター 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 臨床薬学教育研究センター 臨床薬学教育研究センター 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 臨床薬学教育研究センター 臨床薬学教育研究センター 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 臨床薬学教育研究センター 臨床薬学教育研究センター 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 教員（臨床薬学教育研究センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 研究助成金申請報告関係（平成２４年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 研究助成金申請報告関係（平成２５年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 研究助成金申請報告関係（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 定期試験問題（平成２６年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（創薬科学研究教育センター） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（創薬科学研究教育センター） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（創薬科学研究教育センター） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教官（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 研究室セミナー記録（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（有機合成医薬学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 分野責任者（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 研究助成金申請報告関係（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（有機合成医薬学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 研究助成金申請報告関係（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 教員（有機合成医薬学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 修士論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（有機合成医薬学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 修士論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（有機合成医薬学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 卒業論文（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（有機合成医薬学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 卒業論文（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（有機合成医薬学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 指導教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 大学院（修士課程）入試問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（有機合成医薬学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 大学院（修士課程）入試問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（有機合成医薬学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 定期試験問題（平成２７年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（有機合成医薬学研究室） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 定期試験問題（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（有機合成医薬学研究室） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 薬学研究院長・薬学部長 科目担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学研究院・薬学部 創薬科学研究教育センター 創薬科学研究教育センター 毒物劇物受払簿（平成２８年度） 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（有機合成医薬学研究室） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（化学物質管理システム） 共有サーバー内 薬学研究院長・薬学部長 担当教員（創薬科学研究教育センター） 廃棄
薬学事務部 その他 その他庶務関係 庶務雑件（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 その他 教官公募（他大学等からの依頼） 教員公募（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 その他 構内通行証 構内通行証発行関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 その他 構内通行証 構内通行証発行関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 その他 構内通行証 構内通行証発行関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 その他 共用試験 OSCE評価者の派遣（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 その他 共用試験 OSCE評価者の派遣（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 その他 情報公開関係 情報公開関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 その他 情報公開関係 情報公開関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国公立大学薬学部長（科長・学長）会議（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学外会議 国立大学薬学部事務長会議（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和４７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和４７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年度末 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和４８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和４８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度末 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和４９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和４９年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度末 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５０年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度末 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2006年度末 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2007年度末 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2008年度末 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2009年度末 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和５９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和６０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和６１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和６２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（昭和６３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（平成元年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（平成２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（平成３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（平成４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（平成５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（平成６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（平成７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（平成８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 協議会議事録（平成９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和４６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和４６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年度末 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和４７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和４７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年度末 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和４８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和４８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度末 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和４９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和４９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2004年度末 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2005年度末 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2006年度末 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2007年度末 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2008年度末 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない



薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2009年度末 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和５９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和６０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和６１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和６２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（昭和６３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（平成元年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（平成２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（平成３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（平成４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（平成５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（平成６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（平成７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（平成８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教授会議事録（平成９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科・学部教授会議事録（平成１０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科・学部教授会議事録（平成１１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科・学部教授会議事録（平成１２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科・学部教授会議事録（平成１３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科・学部教授会議事録（平成１４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科・学部教授会議事録（平成１５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科・学部教授会議事録（平成１６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科・学部教授会議事録（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・研究科・学部内会議 研究院・研究科・学部教授会議事録（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・研究科・学部内会議 研究院・研究科・学部教授会議事録（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・研究科・学部内会議 研究院・研究科・学部教授会議事録（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部教授会議事録（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部教授会議事録（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部教授会議事録（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部教授会議事録（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部教授会議事録（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部教授会議事録（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部教授会議事録（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部教授会議事録（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和４６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和４６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年度末 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和４７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和４７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年度末 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和４８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和４８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度末 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和４９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和４９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2004年度末 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2005年度末 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2006年度末 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2007年度末 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2008年度末 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2009年度末 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和５９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和６０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和６１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和６２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（昭和６３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成元年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 研究科運営委員会議事録（平成１０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 生命倫理委員会（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 生命倫理委員会（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 生命倫理委員会（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 生命倫理委員会（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 生命倫理委員会（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 専任教授会議事録（平成１０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 専任教授会議事録（平成１１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 専任教授会議事録（平成１２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 専任教授会議事録（平成１３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 専任教授会議事録（平成１４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 専任教授会議事録（平成１５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 専任教授会議事録（平成１６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 専任教授会議事録（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 専任教授会議事録（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 専任教授会議事録（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 専任教授会議事録（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 専任教授会議事録（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 専任教授会議事録（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 専任教授会議事録（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 専任教授会議事録（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 専任教授会議事録（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 薬学教育関係 薬剤師関係（６年制・薬学会・薬学協議会・薬剤師会）北海道調整機構・薬学共用試験センター（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 薬学教育関係 薬剤師関係（６年制・薬学会・薬学協議会・薬剤師会）北海道調整機構・薬学共用試験センター（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部内　委員会議事要旨（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究院・学部内会議 研究院・学部内　委員会議事要旨（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学内会議 共用機器管理センター（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 学内会議 グローバルファシリティセンター（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 核燃料物資 核燃料物資資料 国際規制物資核燃料物質関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 核燃料物資 核燃料物資資料 国際規制物資核燃料物質関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 核燃料物資 核燃料物資資料 国際規制物資核燃料物質関係（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究協力（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究助成（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究協力・研究助成（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究協力・研究助成（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究協力・研究助成（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究協力・研究助成（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究助成・海外派遣助成（申請書・通知）（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究助成・海外派遣助成（申請書・通知）（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究助成・海外派遣助成（申請書・通知）（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 研究助成関係 研究助成・海外派遣助成（申請書・通知）（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 民間等との共同研究（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 民間等との共同研究（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 民間等との共同研究（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 民間等との共同研究（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 民間等との共同研究（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 寄附講座（平成１５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 寄附講座（平成１６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 寄附講座（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 寄附講座（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 寄附講座（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 寄附講座（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 産学連携 寄附講座（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 先端研究基盤事業化合物ライブラリー経費（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 先端研究基盤事業化合物ライブラリー経費（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 先端・次世代研究開発プログラム（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 先端・次世代研究開発プログラム（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄



薬学事務部 学術研究助成 補助金 革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 知的財産 知的財産関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 補助金 厚生労働科学研究費補助金（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学術研究助成 補助金 厚生労働科学研究費補助金（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学術研究助成 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 ヒトゲノム・遺伝子解析研究 ヒトゲノム・遺伝子解析（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 疫学・臨床研究 生命倫理審査（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 疫学・臨床研究 生命倫理審査（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 国際交流 留学生 北海道大学外国人留学生後援会（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 国際交流 留学生 北海道大学外国人留学生後援会（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 国際交流 留学生 北海道大学外国人留学生後援会（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 国際交流 留学生 北海道大学外国人留学生後援会（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 国際交流 留学生 北海道大学外国人留学生後援会（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 国際交流 国際交流 国際交流関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 国際交流 国際交流 国際交流関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 国際交流 国際交流 国際交流関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 給与決定関係 定員内職員 人事給与関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 給与決定関係 定員内職員 人事給与関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 給与決定関係 定員内職員 人事関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 給与決定関係 定員内職員 人事関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 給与決定関係 定員内職員 人事関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定記録書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 健康管理 健康診断（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 健康管理 健康診断（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 健康管理 健康診断（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全衛生管理（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 安全衛生 安全衛生管理（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 安全衛生 安全衛生管理（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成１６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 保健厚生 安全教育に関する確認書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 安全衛生 安全教育に関する確認書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 安全衛生 安全教育に関する確認書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職卒業等から3年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 安全衛生 衛生管理（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 健康・安全 安全衛生 衛生管理（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 研修 研修 研修・説明会等（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 研修 研修 研修・説明会等（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 研修 研修 研修・説明会等（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 公印 公印使用簿 公印使用簿（平成１７～平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 災害補償 災害補償 災害補償等(平成２２年度まで） 薬学事務部事務長 庶務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄



薬学事務部 災害補償 災害補償 災害補償等(平成２３年度～平成２８年度まで） 薬学事務部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 点検評価報告書 薬学事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 点検評価報告書 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 点検評価報告書 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 出張等 出張等 研修承認申請書（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 研修承認申請書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 研修承認申請書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 研修承認申請書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 先方支弁出張・研修（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 先方支弁出張・研修（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 先方支弁出張・研修（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 先方支弁出張・研修（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 先方支弁出張・研修（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 旅行依頼（他大学等へ） 旅行依頼（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 旅行依頼（他大学等へ） 旅行依頼（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 旅行依頼（他大学等へ） 旅行依頼（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 出張申請書・命令書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 出張申請書・命令書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 出張申請書・命令書（外国）（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 出張申請書・命令書（外国）（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 依頼出張・研修（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 出張等 出張等 依頼出張・研修（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 その他通知等 人事一般（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 人事給与（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 人事給与（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 人事給与（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 人事給与（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 人事給与（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 人事給与（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 寒冷地手当 人事給与（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当関係 寒冷地手当（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当関係 寒冷地手当（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当関係 寒冷地手当（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 人事給与（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 人事給与（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 人事給与（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 人事給与（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 人事給与（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 人事給与（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 人事給与（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当(昭和４５年度～平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当（平成１１年度～平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 調整手当 人事給与（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 調整手当 人事給与（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 調整手当 人事給与（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 調整手当 人事給与（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 調整手当 人事給与（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 調整手当 人事給与（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 調整手当 人事給与（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当(昭和４３年度～平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当（昭和５１年度～平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 俸給の調整額（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 俸給の調整額（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄



薬学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 俸給の調整額（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 俸給の調整額（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 諸手当関係 俸給の調整額 俸給の調整額（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典関係 栄典関係（平成３年度～２２年度） 薬学事務部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典関係 栄典関係（平成２３年度～２８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 人事に関するヒアリング 人事に関するヒアリング 人事ヒアリング資料（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事に関するヒアリング 人事に関するヒアリング 人事ヒアリング資料（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事に関するヒアリング 人事に関するヒアリング 人事ヒアリング資料（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 発令通知書 人事給与（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 発令通知書 人事給与（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 発令通知書 人事給与（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 発令通知書 人事給与（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 発令通知書 人事給与（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 発令通知書 人事給与（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事異動関係 発令通知書 人事給与（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（昭和４６年度～平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 平成20年度のファイルが含まれるため、集中管理は行わない

薬学事務部 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成９年度～平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 選挙 研究院長選挙 研究院長選挙関係（平成１７年度～平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 選挙 評議員選挙 評議員選挙関係（平成１９年度～平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 遺伝子組換え 遺伝子組換え実験 遺伝子組換え実験関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 遺伝子組換え 遺伝子組換え実験 遺伝子組換え実験関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 遺伝子組換え 遺伝子組換え実験 遺伝子組換え実験関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 遺伝子組換え 遺伝子組換え実験 遺伝子組換え実験関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 遺伝子組換え 遺伝子組換え実験 遺伝子組換え実験関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 遺伝子組換え 遺伝子組換え実験 遺伝子組換え実験関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年(禁止品に関するものは5年） 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 退職手当決定関係 退職手当 人事給与（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 退職手当決定関係 調査・報告 人事一般（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 退職手当決定関係 調査・報告 人事一般（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 退職手当決定関係 調査・報告 人事一般（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 退職手当決定関係 調査・報告 人事一般（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2010/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 退職手当決定関係 調査・報告 人事一般（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 退職手当決定関係 調査・報告 人事一般（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 退職手当決定関係 調査・報告 人事一般（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 点検評価 点検評価 点検評価関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 点検評価 点検評価 点検評価関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 点検評価 点検評価 点検評価関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 台帳 退職者名簿 薬学事務部事務長 庶務係 1965年度 1966/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 任免関係 調査・報告 人事一般（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 調査・報告 人事一般（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 定員内職員 人事給与（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 定員内職員 人事給与（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント・ティーチングアシスタント（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント・ティーチングアシスタント（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント・ティーチングアシスタント（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント・ティーチングアシスタント（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント・ティーチングアシスタント（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 ティーチングフェロー（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 ティーチングフェロー（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録（昭和４６年～） 薬学事務部事務長 庶務係 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 任免関係 各種委員会 各種委員会（委嘱等）関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 各種委員会 各種委員会（委嘱等）関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 任免関係 各種委員会 各種委員会（委嘱等）関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 その他通知・調査・報告 人事一般（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄



薬学事務部 服務 その他通知・調査・報告 人事一般（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２４年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２５年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２６年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２７年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２８年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２４年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２５年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２６年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２７年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２８年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿、代休簿（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿、代休簿（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務を要しない日の振替簿、代休簿（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休簿（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休簿（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務命令簿（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務命令簿（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務命令簿（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務命令簿（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務命令簿（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 兼業・併任 兼業関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 兼業・併任 兼業関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 兼業・併任 兼業関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 兼業・併任 兼業関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 兼業・併任 兼業関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 兼業台帳 兼業・併任台帳（平成９年度～平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 服務 兼業台帳 兼業台帳（平成２２～２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 雇用保険 雇用保険（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄（平成２３年度～平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成８年度～２２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 福利・厚生 身分証明書関係 職員証（平成２３年度～平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 福利・厚生 文部科学省職員団体傷害保険 文部科学省団体傷害保険・グループ保険（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 文部科学省職員団体傷害保険 文部科学省団体傷害保険・グループ保険（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 福利・厚生 文部科学省職員団体傷害保険 文部科学省団体傷害保険・グループ保険（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 その他文書 庶務一般（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 その他文書 庶務一般（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 その他文書 庶務一般（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1996年 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1997年 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1998年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄



薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成２５年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成２６年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成２７年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大薬）（平成２８年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 30年 2047/12/31 電子（PC） 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 郵便発送票（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 郵便発送票（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 郵便発送票（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 郵便発送票（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 郵便発送票（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 後納郵便料金記録簿（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 後納郵便料金記録簿（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 切手受払簿（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 切手受払簿（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 切手受払簿（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 切手受払簿（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 切手受払簿（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 文書発送 切手受払簿（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 情報公開 情報公開関係(法人文書ファイルを含む)（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 情報公開 情報公開関係(法人文書ファイルを含む)（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 情報公開 情報公開関係(法人文書ファイルを含む)（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 情報公開 情報公開関係(法人文書ファイルを含む)（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 文書処理 情報公開 情報公開関係(法人文書ファイルを含む)（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 登録・教育訓練 RI実験室使用申請 薬学事務部事務長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 健康診断 放射性同位元素健康診断 薬学事務部事務長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 健康診断 放射性同位元素健康診断記録簿 薬学事務部事務長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 登録・教育訓練 放射性同位元素等講習会 薬学事務部事務長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 登録・教育訓練 放射性同位元素等登録申請 薬学事務部事務長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 被曝線量測定記録 被曝線量測定記録簿 薬学事務部事務長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室・保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 放射線管理状況報告 放射線管理状況報告（平成３年度分～２８年度分） 薬学事務部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 放射線施設点検記録 放射線施設点検記録簿（平成３年度～平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 その他文書 被爆歴証明書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 その他文書 被爆歴証明書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 その他文書 被爆歴証明書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 その他文書 ＲＩ関係文書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 その他文書 ＲＩ関係文書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 その他文書 ＲＩ関係文書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 放射性同位元素等関係 健康診断 個人線量管理票（外部施設含む）（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 放射性同位元素等関係 健康診断 個人線量管理票（外部施設含む）（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２１年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２２年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/5/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 麻薬・向精神薬 麻薬・向精神薬 向精神薬関係（平成２３年度～平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 管理運営 式典 創立５０周年記念事業関係 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 管理運営 式典 創立６０周年記念事業関係 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 管理運営関係 大学情報データベース関係 大学情報データベース関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 管理運営関係 大学情報データベース関係 大学情報データベース関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 管理運営関係 その他評価 ミッションの再定義（平成２６年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



薬学事務部 管理運営 中期目標等 中期目標、中期計画、年度計画 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 人事関係 人事関係 就業管理システム 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年 2011/1/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 人事関係 人事関係 就業管理システム電算データ 薬学事務部事務長 庶務担当 2011年 2011/1/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 人事関係 職員の定員・現員関係 ポイント管理台帳（平成２７年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 人事関係 職員の定員・現員関係 ポイント管理台帳（平成２８年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 HINES機器接続申請書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 HINES機器接続申請書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 HINES機器接続申請書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 業務作業日誌（平成２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 業務作業日誌（平成２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 業務作業日誌（平成２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 業務作業日誌（平成２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 業務作業日誌（平成２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 業務作業日誌（平成２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他会計関係 業務作業日誌（平成２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 会議 学内会議 施設関係掛長会議（平成２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 会議 学内会議 施設関係掛長会議（平成２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 会議 学内会議 施設関係掛長会議（平成２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成１７年度） 薬学事務部事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成１８年度） 薬学事務部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成１９年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成２０年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成２１年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費実績報告書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費出納簿（平成２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費出納簿（平成２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費出納簿（平成２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費出納簿（平成２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費出納簿（平成２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費出納簿（平成２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費出納簿（平成２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究契約（平成２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究契約（平成２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究契約（平成２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究契約（平成２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究契約（平成２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究実績報告書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究実績報告書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究実績報告書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究実績報告書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 受託研究 受託研究実績報告書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 委任経理金出納簿（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 委任経理金出納簿（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 委任経理金出納簿（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 委任経理金出納簿（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 委任経理金出納簿（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 委任経理金出納簿（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 委任経理金出納簿（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 奨学寄付金受入申請書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 奨学寄付金受入申請書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 奨学寄付金受入申請書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 奨学寄付金受入申請書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金 奨学寄付金受入申請書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 民間等との共同研究 共同研究契約（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 民間等との共同研究 共同研究契約（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 民間等との共同研究 共同研究契約（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 民間等との共同研究 共同研究契約（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 外部資金 民間等との共同研究 共同研究契約（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（１７年度） 薬学事務部事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（１８年度） 薬学事務部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（１９年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（２０年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（２１年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄



薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与口座振込及び変更申込書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（１９年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２０年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２１年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（１９年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２０年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２１年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 給与 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２０年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２１年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格喪失確認通知（２０年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者資格喪失確認通知（２１年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者標準報酬改定通知書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者標準報酬改定通知書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者標準報酬改定通知書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者標準報酬改定通知書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 社会保険 被保険者標準報酬改定通知書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（１９年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２０年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２１年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 給与 所得税 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１０年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１１年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１２年度） 薬学事務部事務長 会計掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１３年度） 薬学事務部事務長 会計掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１４年度） 薬学事務部事務長 会計掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１５年度） 薬学事務部事務長 会計掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（２年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（３年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（４年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（５年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（６２年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（６３年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（６年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（７年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（８年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（９年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１６年度） 薬学事務部事務長 会計係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１７年度） 薬学事務部事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 契約 予算執行職員の命免 予算執行職員の補助者の命免簿（１８年度） 薬学事務部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成１９年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２０年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄



薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２１年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２２年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２３年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２４年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２５年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２６年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２７年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成２８年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成１９年） 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成２０年） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成２１年） 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成２２年） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成２３年） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成２４年） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成２５年） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成２６年） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成２７年） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 検査・監査 会計定時監査 監査法人による内部監査について（平成２８年） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（１９年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（２０年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（２１年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 国有財産 国有財産 防火管理関係（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権金額集計表（授業料）（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権金額集計表（授業料）（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権金額集計表（授業料）（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権金額集計表（授業料）（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権金額集計表（授業料）（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権計上票（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権計上票（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権計上票（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権計上票（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権計上票（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権計上票（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 歳入 債権 債権計上票（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料債権計上票（２２年度） 薬学事務部事務長 会計係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料債権計上票（２３年度） 薬学事務部事務長 会計係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料債権計上票（２４年度） 薬学事務部事務長 会計係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料債権計上票（２５年度） 薬学事務部事務長 会計係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料債権計上票（２６年度） 薬学事務部事務長 会計係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料債権計上票（２７年度） 薬学事務部事務長 会計係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料債権計上票（２８年度） 薬学事務部事務長 会計係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 入学料債権計上票（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 入学料債権計上票（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 入学料債権計上票（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 入学料債権計上票（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 入学料債権計上票（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 入学料債権計上票（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料等保証書（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料等保証書（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料等保証書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料等保証書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料等保証書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料等保証書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 授業料等保証書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 未納者名簿（授業料）（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 未納者名簿（授業料）（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 未納者名簿（授業料）（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 未納者名簿（授業料）（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 収入 収入 未納者名簿（授業料）（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 支出 支出 債務計上票（２２年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 支出 支出 債務計上票（２３年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 支出 支出 債務計上票（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 支出 支出 債務計上票（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 支出 支出 債務計上票（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 支出 支出 債務計上票（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 支出 支出 債務計上票（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄



薬学事務部 施設 施設実態 既存施設の使用実態調査票 薬学事務部事務長 会計掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 施設 施設実態 施設実態調査 薬学事務部事務長 会計掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 施設 報告 特定建築物維持管理報告書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 施設 報告 特定建築物維持管理報告書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 施設 報告 特定建築物維持管理報告書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 消防（危険物関係） 危険物貯蔵所完成検査申請書 薬学事務部事務長 会計掛 1983年度 1984/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 消防（危険物関係） 危険物貯蔵所設置許可申請書 薬学事務部事務長 会計掛 1983年度 1984/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 消防（危険物関係） 少量危険物貯蔵取扱書設置届出書 薬学事務部事務長 会計掛 1996年度 1997/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 消防（危険物関係） 消防用設備点検結果報告書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 消防（危険物関係） 消防用設備点検結果報告書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 消防（危険物関係） 消防用設備点検結果報告書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 消防（危険物関係） 消防用設備点検結果報告書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 消防（危険物関係） 消防用設備点検結果報告書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ばい煙測定結果報告書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ばい煙測定結果報告書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ばい煙測定結果報告書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ばい煙測定結果報告書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ばい煙測定結果報告書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラーの定期自主検査記録書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラーの定期自主検査記録書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラーの定期自主検査記録書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラーの定期自主検査記録書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラーの定期自主検査記録書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質試験成績書（上水）（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質試験成績書（上水）（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質試験成績書（上水）（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質試験成績書（上水）（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質試験成績書（上水）（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質測定結果等定期報告（排水）（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質測定結果等定期報告（排水）（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質測定結果等定期報告（排水）（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質測定結果等定期報告（排水）（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 水質測定結果等定期報告（排水）（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 地下式油タンク定期漏れ検査及び清掃報告書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 貯水槽清掃報告書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 貯水槽清掃報告書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 貯水槽清掃報告書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 貯水槽清掃報告書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 貯水槽清掃報告書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 電気工作物点検結果報告書（２４年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 電気工作物点検結果報告書（２５年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 電気工作物点検結果報告書（２６年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 電気工作物点検結果報告書（２７年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 設備 設備一般 電気工作物点検結果報告書（２８年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 概算要求 概算要求書(平成２１年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 各種経費要求 経費要求書(平成２４年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 各種経費要求 経費要求書(平成２５年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 各種経費要求 経費要求書(平成２６年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 各種経費要求 経費要求書(平成２７年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 各種経費要求 経費要求書(平成２８年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 各種調書 調書(平成２６年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 各種調書 調書(平成２７年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 各種調書 調書(平成２８年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成17年度) 薬学事務部事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成１８年度) 薬学事務部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成１９年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成２０年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成２１年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成２２年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成２３年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成２４年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成２５年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成２６年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断



薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成２７年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 決算書(平成２８年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 予算 予算配当 当初配当関係資料(平成２４年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 予算配当 当初配当関係資料(平成２５年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 予算配当 当初配当関係資料(平成２６年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 予算配当 当初配当関係資料(平成２７年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 予算 予算配当 当初配当関係資料(平成２８年度) 薬学事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 卒業 卒業者学籍簿 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1965年度 1966/4/1 常用 未定 紙 事務室保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 卒業 卒業者成績台帳 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1965年度 1966/4/1 常用 未定 紙 事務室保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 卒業 卒業者名簿 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1965年度 1966/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 修了 修士修了者学籍簿 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1958年度 1959/4/1 常用 未定 紙 事務室保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 修了 修士修了者名簿 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 修了 修了者成績台帳 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 修了 博士後期課程学籍簿 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1960年度 1961/4/1 常用 未定 紙 事務室保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 修了 博士後期課程修了者名簿 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1967年度 1968/4/1 常用 未定 紙 事務室保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 学位 論文博士学位授与者台帳 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1963年度 1964/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 その他 研究生・科目等履修生・聴講生学籍簿 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 卒業・修了 卒業・修了（式）関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 卒業・修了 卒業・修了（式）関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒業学位記関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒業・修了関係※学位記含む（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒業・修了関係※学位記含む（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒業・修了関係※学位記含む（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒業・修了関係※学位記含む（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒業・修了関係※学位記含む（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒業・修了関係※学位記含む（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒業・修了関係※学位記含む（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒業・修了関係※学位記含む（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 博士学位論文関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 博士学位論文関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 博士学位論文関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 博士学位論文関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 博士学位論文関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒論・修論関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒論・修論関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒論・修論関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒論・修論関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 卒論・修論関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学位 大学院博士後期課程修了者台帳 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1962年度 1963/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 学籍等 学生の異動 学籍異動報告関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 共用試験実施委員会（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 会議 研究科・学部内会議 共用試験実施委員会（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 共用試験関係（OSCE・CBT)（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 共用試験関係（OSCE・CBT)（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 共用試験関係（OSCE・CBT)（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 共用試験関係（OSCE・CBT)（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 共用試験関係（OSCE・CBT)（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 共用試験関係（OSCE・CBT)（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 共用試験関係（OSCE・CBT)（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 共用試験関係（OSCE・CBT)（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成１７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成１８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 各種資格認定 資格申請 薬剤師国家試験（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 学科分属・研究室配属（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 学部教育 学科分属・研究室配属（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 学部教育 学科分属・研究室配属（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 学部教育 学科分属・研究室配属（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 学部教育 学科分属・研究室配属（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 全学教育 総合教育部関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 全学教育 総合教育部関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 全学教育 総合教育部関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 全学教育 総合教育部関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 全学教育 総合教育部関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 大学院教育 臨床薬学プログラム（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 病院実習・薬局実習（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 病院実習・薬局実習（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 病院実習・薬局実習（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 実務実習関係（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 実務実習関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 実務実習関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 実務実習関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 実務実習関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 実務実習関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 実務実習関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教育実施 学部教育 授業・履修関係(平成２４年度) 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 学部教育 授業・履修関係(平成２５年度) 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 学部教育 授業・履修関係(平成２６年度) 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 学部教育 授業・履修関係(平成２７年度) 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 学部教育 授業・履修関係(平成２８年度) 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 大学院教育 研究指導委託（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 大学院教育 研究指導委託（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 大学院教育 研究指導委託（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 大学院教育 研究指導委託（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教育実施 大学院教育 研究指導委託（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 課程認定申請書（平成１７年９月大学学部の課程） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 教員免許 教育職員免許 教育職員免許申請関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学研究科案内（生命科学をリードする薬学研究科（平成1７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成１７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成１８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部案内（生命科学の 先端へ）（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学研究科学生便覧・講義要項 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部学生便覧 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部講義要項 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 薬学部全学教育講義要項 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成１７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成１８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 就職 就職情報・調査 就職関係（調査含む）（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 奨学金 学生支援機構 学生支援機構奨学金関係(平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 学生支援機構 学生支援機構奨学金関係(平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 学生支援機構 学生支援機構奨学金関係(平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 学生支援機構 学生支援機構奨学金関係(平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 学生支援機構 学生支援機構奨学金関係(平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 民間奨学金 民間奨学金関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 その他 薬学部成績優秀賞（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 その他 薬学部成績優秀賞（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 その他 薬学部成績優秀賞（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 その他 薬学部成績優秀賞（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 その他 薬学部成績優秀賞（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 奨学金 その他 大塚賞・新渡戸賞・クラーク賞他（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 奨学金 その他 大塚賞・新渡戸賞・クラーク賞他（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 奨学金 その他 大塚賞・新渡戸賞・クラーク賞他（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学 科目等履修生・聴講生／研究生 非正規生（研究生・聴講生等）（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第２次入学試験等 ＡＯ入試関係（平成１７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第２次入学試験等 ＡＯ入試関係（平成１８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第２次入学試験等 ＡＯ入試関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第２次入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第２次入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第２次入学試験等 ＡＯ入試関係（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成１７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成１８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 第５次入学試験等 私費外国人留学生（学部）特別選抜（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 その他 入試関係（学部案内・体験入学）（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 その他 入試関係（学部案内・体験入学）（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 その他 入試関係（学部案内・体験入学）（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 その他 入試関係（学部案内・体験入学）（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 その他 入試関係（学部案内・体験入学）（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 その他 入試広報関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



薬学事務部 入学試験 その他 入試広報関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 その他 入試広報関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 その他 入試広報関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学試験 その他 入試広報関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除/入学料免除 授業料免除・入学料免除関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除/入学料免除 授業料免除・入学料免除関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除/入学料免除 授業料免除・入学料免除関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除/入学料免除 授業料免除・入学料免除関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 入学料及び授業料免除関係 授業料免除/入学料免除 授業料免除・入学料免除関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険加入者名簿（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険請求関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 留学生 留学生 留学生関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成１６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成１７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成１８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 学校基本調査（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成１９年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成２０年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成２１年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成２２年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 資料 調査 各種調査（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 教務関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 教務関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 教務関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 教務関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 教務関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 生命科学院関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 生命科学院関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 生命科学院関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 生命科学院関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 生命科学院関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄



薬学事務部 その他 その他教務関係 健康診断関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 健康診断関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 健康診断関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 抗体検査関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 抗体検査関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 抗体検査関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 授業アンケート関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 授業アンケート関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 授業アンケート関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 会計関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 会計関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 会計関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 教務情報システム関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 教務情報システム関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 教務情報システム関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 JAPIC関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 その他教務関係 JAPIC関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 証明書 証明書交付願（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 証明書 証明書交付願（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 証明書 証明書交付願（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 証明書 英文証明書(平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 証明書 英文証明書(平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 証明書 英文証明書(平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 廃棄
薬学事務部 その他 薬学祭 薬学祭関係（平成２３年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 その他 薬学祭 薬学祭関係（平成２４年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 その他 薬学祭 薬学祭関係（平成２５年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 その他 薬学祭 薬学祭関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 その他 薬学祭 薬学祭関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 その他 薬学祭 薬学祭関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 雑誌選定（平成２６年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 雑誌選定（平成２７年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 雑誌選定（平成２８年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 教員選定図書（平成２６年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 教員選定図書（平成２７年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 教員選定図書（平成２８年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資料 研究科・学部内資料 図書室所蔵学位論文名一覧 薬学事務部事務長 図書掛 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 調査・回答 調査・回答 図書関係調査・統計（平成２４年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 調査・回答 調査・回答 図書関係調査・統計（平成２５年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 調査・回答 調査・回答 図書関係調査・統計（平成２６年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 調査・回答 調査・回答 図書関係調査・統計（平成２７年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 調査・回答 調査・回答 図書関係調査・統計（平成２８年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿 薬学事務部事務長 図書掛 1965年度 1966/4/1 常用 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 報告 報告 蔵書目録 薬学事務部事務長 図書掛 1965年度 1966/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
薬学事務部 利用支援 利用支援 情報リテラシー関係（平成２６年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 利用支援 利用支援 情報リテラシー関係（平成２７年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 利用支援 利用支援 情報リテラシー関係（平成２８年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 蔵書点検（平成２４年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 図書亡失（平成２４年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 図書不用決定（平成２４年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 資産管理（平成２４年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 蔵書点検（平成２５年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 蔵書点検（平成２６年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 蔵書点検（平成２７年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 蔵書点検（平成２８年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 図書亡失（平成２５年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 図書亡失（平成２６年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 図書亡失（平成２７年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 図書亡失（平成２８年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 図書不用決定（平成２５年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
薬学事務部 資産管理 資産管理 資産管理（平成２５年度） 薬学事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部図書担当 廃棄
機器分析センター事務 給与決定関係 定員内職員 人事給与関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 給与決定関係 定員内職員 人事給与関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 人事給与（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 人事給与（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 諸手当関係 期末手当 人事給与（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 諸手当関係 期末手当 人事給与（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 諸手当関係 勤勉手当 人事給与（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 諸手当関係 勤勉手当 人事給与（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 退職手当決定関係 退職手当 人事給与（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 退職手当決定関係 退職手当 人事給与（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 機構・定員 定数 教職員定員通知（昭和５４年度～平成１５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１０年） 薬学事務部事務長 庶務掛 1998年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄



機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１１年） 薬学事務部事務長 庶務掛 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１２年） 薬学事務部事務長 庶務掛 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１３年） 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１４年） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１５年） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１６年） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１７年） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１８年） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成１９年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成２０年） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成７年） 薬学事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成８年） 薬学事務部事務長 庶務掛 1996年 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大機分）（平成９年） 薬学事務部事務長 庶務掛 1997年 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 諸手当関係 住居手当 住居手当 薬学事務部事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 諸手当関係 通勤手当 通勤手当 薬学事務部事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 諸手当関係 扶養手当 扶養手当 薬学事務部事務長 庶務係 1979年度 1980/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 廃棄
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（昭和５５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（昭和５６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（昭和５７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（昭和５８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（昭和５９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（昭和６０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（昭和６１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断 今年度は集中管理を行わない

機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（昭和６２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（昭和６３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成元年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成６年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成７年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成８年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成９年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１１年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 センター内会議 運営委員会議事要録（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 会議 学外会議 国立大学機器・分析センター会議（平成１６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 資料 センター内資料 機器分析センター報 薬学事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１０年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１２年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１３年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１４年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１５年度） 薬学事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１６年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１７年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１８年度） 薬学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成１９年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 法令 規程等の制定・改正 規程改正等関係（平成２０年度） 薬学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 施設 施設実態 既存施設の使用実態調査票（１３年度） 薬学事務部事務長 会計掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 予算 概算要求 概算要求書（平成２１年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 予算 予算配当 決算書（平成１７年度） 薬学事務部事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 予算 予算配当 決算書（平成１８年度） 薬学事務部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
機器分析センター事務 予算 予算配当 決算書（平成１９年度） 薬学事務部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 薬学事務部事務長 薬学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 応用量子ビーム工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 応用量子ビーム工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 応用量子ビーム工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 応用量子ビーム工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 応用量子ビーム工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄



工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 プラズマ理工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 プラズマ理工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 プラズマ理工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 プラズマ理工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学部門 プラズマ理工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 量子理工学専攻 プラズマ理工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 有機工業化学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 有機工業化学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 有機工業化学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 有機工業化学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 有機工業化学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 化学工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 化学工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 化学工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 化学工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 化学工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 技術環境政策学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 技術環境政策学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 技術環境政策学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 技術環境政策学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 技術環境政策学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄



工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 寒冷地建設工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 寒冷地建設工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 寒冷地建設工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 寒冷地建設工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学部門 寒冷地建設工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 無機材料化学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 無機材料化学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 無機材料化学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 無機材料化学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 無機材料化学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 機能材料化学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 機能材料化学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 機能材料化学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 機能材料化学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 機能材料化学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 分子機能化学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 分子機能化学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 分子機能化学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 分子機能化学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 分子機能化学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 生物工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 生物工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 生物工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 生物工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用化学部門 生物工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 マイクロシステム分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 マイクロシステム分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 マイクロシステム分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 マイクロシステム分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 マイクロシステム分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 マイクロシステム分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 バイオ・ロボティクス分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 バイオ・ロボティクス分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 バイオ・ロボティクス分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 バイオ・ロボティクス分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン部門 バイオ・ロボティクス分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄



工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 マテリアル設計分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 マテリアル設計分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 マテリアル設計分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 マテリアル設計分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 マテリアル設計分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 マテリアル設計分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エネルギー材料分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エネルギー材料分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エネルギー材料分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エネルギー材料分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エネルギー材料分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エネルギー材料分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エコマテリアル分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エコマテリアル分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エコマテリアル分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エコマテリアル分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学部門 エコマテリアル分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄



工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 材料科学専攻 エコマテリアル分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間防災分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間防災分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間防災分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間防災分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間防災分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間防災分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間計画分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間計画分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間計画分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間計画分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン部門 空間計画分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 建築都市空間デザイン専攻 空間計画分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間性能分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間性能分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間性能分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間性能分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間性能分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄



工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間性能分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間システム分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間システム分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間システム分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間システム分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム部門 空間システム分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 空間性能システム専攻 空間システム分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 機械フロンティア工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 機械フロンティア工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 機械フロンティア工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 機械フロンティア工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 機械フロンティア工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 宇宙システム工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 宇宙システム工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 宇宙システム工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 宇宙システム工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学部門 宇宙システム工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄



工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 水代謝システム分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 水代謝システム分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 水代謝システム分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 水代謝システム分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 水代謝システム分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 水代謝システム分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 環境管理工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 環境管理工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 環境管理工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 環境管理工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学部門 環境管理工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境創生工学専攻 環境管理工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 地圏循環工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 地圏循環工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 地圏循環工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 地圏循環工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 地圏循環工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 地圏循環工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 資源循環工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 資源循環工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 資源循環工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄



工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 資源循環工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム部門 資源循環工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境循環システム専攻 資源循環工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 防災地盤工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 防災地盤工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 防災地盤工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 防災地盤工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 防災地盤工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 水圏環境工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 水圏環境工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 水圏環境工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 水圏環境工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学部門 水圏環境工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 環境フィールド工学専攻 水圏環境工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 核磁気共鳴装置研究室 核磁気共鳴装置研究室 測定依頼記録（平成２６年度） 工学研究院長 運営責任者 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 研究室 工学研究院長 運営責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 核磁気共鳴装置研究室 核磁気共鳴装置研究室 測定依頼記録（平成２７年度） 工学研究院長 運営責任者 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 研究室 工学研究院長 運営責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 核磁気共鳴装置研究室 核磁気共鳴装置研究室 測定依頼記録（平成２８年度） 工学研究院長 運営責任者 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 研究室 工学研究院長 運営責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 量子物性工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 量子物性工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 量子物性工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 量子物性工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 量子物性工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄



工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 量子物性工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 光波動量子物理工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 光波動量子物理工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 光波動量子物理工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 光波動量子物理工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 光波動量子物理工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 光波動量子物理工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 固体量子物理工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 固体量子物理工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 固体量子物理工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 固体量子物理工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 固体量子物理工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 固体量子物理工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 凝縮系物理工学分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 凝縮系物理工学分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 凝縮系物理工学分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 凝縮系物理工学分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学部門 凝縮系物理工学分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄



工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 応用物理学専攻 凝縮系物理工学分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 応用エネルギーシステム分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 応用エネルギーシステム分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 応用エネルギーシステム分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 応用エネルギーシステム分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 応用エネルギーシステム分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 修士論文（平成２４年度） 工学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 修士論文（平成２５年度） 工学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 修士論文（平成２６年度） 工学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 修士論文（平成２７年度） 工学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 修士論文（平成２８年度） 工学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 エネルギー生産・環境システム分野 卒業論文（平成２４年度） 工学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 エネルギー生産・環境システム分野 卒業論文（平成２５年度） 工学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 エネルギー生産・環境システム分野 卒業論文（平成２６年度） 工学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 エネルギー生産・環境システム分野 卒業論文（平成２７年度） 工学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学部長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム部門 エネルギー生産・環境システム分野 卒業論文（平成２８年度） 工学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院担当科目課題（平成２４年度） 工学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院担当科目課題（平成２５年度） 工学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院担当科目課題（平成２６年度） 工学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院担当科目課題（平成２７年度） 工学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院担当科目課題（平成２８年度） 工学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 指導教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院入学試験問題（平成２４年度） 工学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院入学試験問題（平成２５年度） 工学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院入学試験問題（平成２６年度） 工学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院入学試験問題（平成２７年度） 工学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 大学院入学試験問題（平成２８年度） 工学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 責任者 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 定期試験問題（平成２４年度） 工学院長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 定期試験問題（平成２５年度） 工学院長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 定期試験問題（平成２６年度） 工学院長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 定期試験問題（平成２７年度） 工学院長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 工学院長 各科目担当教員 廃棄
工学院・工学研究院・工学部 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム分野 定期試験問題（平成２８年度） 工学院長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 工学研究院長 各科目担当教員 廃棄
工学系事務部総務課 法令 部局の例規集 北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部例規集 工学系事務部総務課長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（昭和６２年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1987年 1988/1/1 30年 2017/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（昭和６３年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成３年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成４年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成５年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成６年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成７年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成８年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄



工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成９年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１０年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１１年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１２年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１３年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１４年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１５年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１６年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１７年） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１８年） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成１９年） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２０年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２１年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２２年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２３年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２４年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２５年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２６年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２７年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工）（平成２８年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成１２年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成１４年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大知）（平成１２年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大知）（平成１４年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 公印 公印 公印の作成・廃止・登録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 法人文書ファイル管理簿（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 法人文書ファイル管理簿（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 本学の点検評価 運営協議会（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 本学の点検評価 大学機関別認証評価（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標・中期計画・年度計画（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標・中期計画・年度計画（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標・中期計画・年度計画（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標・中期計画・年度計画（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標・中期計画・年度計画（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標・中期計画（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標・中期計画（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標・中期計画（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第三期中期目標・中期計画（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第三期中期目標・中期計画（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第三期中期目標・中期計画（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第一期中期目標期間評価（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第一期中期目標期間評価（確定評価）（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標期間評価（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 第二期中期目標期間評価（研究評価専門委員会）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画 年度計画（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 科学技術研究調査（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 各種調査（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 各種調査（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 各種調査（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 各種調査（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 各種調査（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 訴訟 訴訟 訴訟(Ｈ８．１０） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 連携講座 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 大学院設置 改組関係（総合化学院・工学院・工学研究院）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 大学院設置 改組関係（総合化学院・工学院・工学研究院）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 大学院設置 改組関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 大学院設置 改組関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 大学院設置 改組関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 大学院設置 改組関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄



工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 大学院設置 改組関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 大学院設置 改組関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 大学院設置 改組関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 研究科等の重点化 工学部改革推進関係（同委員会，組織運営に関する検討ＷＧを含む）（平成７～８年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 研究科等の重点化 材料・化学系専攻群設立準備関係（同委員会を含む）（平成５年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 研究科等の重点化 社会工学系専攻群設立準備関係（同委員会を含む）（平成８年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 研究科等の重点化 情報エレクトロニクス系専攻群設立準備関係（同委員会を含む）（平成６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 研究科等の重点化 物理工学系専攻群設立準備関係（同委員会を含む）（平成７～８年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・諸届 教育プログラム 博士課程教育リーディングプログラム(平成２３年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 「重点化された大学院のすがた」北海道大学大学院工学研究科概要（１９９７） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当（庶務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 教職員一覧 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 知識メディア－文化的進化。（知識メディア・ラボラトリー（ＶＢＬ）パンフレット） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学研究科・工学部の現況（平成１２年３月） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学研究科・工学部の現況（自己点検評価報告書）（平成１６年３月） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部の現況（平成５年３月） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部機構改革案（平成２年３月） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部機構改革特別委員会報告書（平成元年２月２３日） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部材料・化学系（物質工学専攻・分子化学専攻）外部評価報告書（平成９年６月） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部大学院新専攻案概要（平成元年３月） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（昭和６３年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成元年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成２年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成３年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成４年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成５年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成６年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成７年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成８年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成９年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１０年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１１年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１２年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１３年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１４年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１５年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１６年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１７年） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１８年） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成１９年） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成２０年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（平成２１年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部概要（平成２２年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部概要（２０１１－２０１２） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部概要（２０１２－２０１３） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部概要（２０１３－２０１４） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部概要（２０１４－２０１５） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部概要（２０１５－２０１６） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部概要（２０１６－２０１７） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・大学院情報科学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・大学院情報科学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・大学院情報科学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・大学院情報科学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・大学院情報科学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・大学院情報科学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院・大学院情報科学研究科・工学部広報 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院広報誌（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院広報誌（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院広報誌（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院広報誌（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院広報誌（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究院・工学院広報誌（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科社会工学系外部評価報告書（平成１２年３月） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス系外部評価報告書（平成１０年３月） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科物理工学系外部評価報告書（平成１１年３月） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 院長室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 工学教育プログラムの資料 工学における教育プログラムに関するシンポジュウム〔札幌会場〕実施報告書 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 工学教育プログラムの資料 工学教育プログラム北海道地区シンポジウム〔実施報告書〕 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 工学教育プログラムの資料 平成９年度工学教育プログラム検討委員会海外調査（北海道大学）収集資料集 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 作成関係 研究院資料 教職員一覧関係(平成２４年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 研究院資料 教職員一覧関係(平成２５年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 研究院資料 教職員一覧関係(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 研究院資料 教職員一覧関係(平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 研究院資料 教職員一覧関係(平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 職員録関係(平成２４年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 職員録関係(平成２５年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 職員録関係(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 職員録関係(平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 職員録関係(平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 工学研究院・工学院・工学部概要関係(平成２３年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 工学研究院・工学院・工学部概要関係(平成２４年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 工学研究院・工学院・工学部概要関係(平成２５年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 工学研究院・工学院・工学部概要関係(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 工学研究院・工学院・工学部概要関係(平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 工学研究院・工学院・工学部概要関係(平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 北海道大学概要関係(平成２４年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 北海道大学概要関係(平成２５年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 北海道大学概要関係(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 北海道大学概要関係(平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 北海道大学概要関係(平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 広報誌「えんじにあRing」作成関係(平成２３年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 広報誌「えんじにあRing」作成関係(平成２４年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 広報誌「えんじにあRing」作成関係(平成２５年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 広報誌「えんじにあRing」作成関係(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 広報誌「えんじにあRing」作成関係(平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 広報誌「えんじにあRing」作成関係(平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 北大時報関係(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 北大時報関係(平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学内刊行物 北大時報関係(平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学外刊行物 名簿関係(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学外刊行物 名簿関係(平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 学外刊行物 名簿関係(平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 行事・式典 記念事業 工学部創立７０周年記念行事関係 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 行事・式典 記念事業 工学部創立７５周年記念事業関係 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 行事・式典 記念事業 工学部創立８０周年記念事業関係＿分冊１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 行事・式典 記念事業 工学部創立８０周年記念事業関係＿分冊２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 行事・式典 記念事業 工学部創立９０周年記念事業関係 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 行事・式典 記念事業 フロンティア応用科学研究棟竣工記念式典関係 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 行事・式典 記念事業 知識メディア・ラボラトリー開設記念式典等 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 報道・取材等関係(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 報道・取材等関係(平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 報道・取材等関係(平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 研究院内会議 広報・情報管理室会議(平成２４年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 研究院内会議 広報・情報管理室会議(平成２５年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 研究院内会議 広報・情報管理室会議(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 研究院内会議 広報・情報管理室会議（平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄



工学系事務部総務課 会議 研究院内会議 広報・情報管理室会議（平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部運営会議関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１６年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１６年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１６年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１７年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１７年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１７年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１７年度）分冊４ 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１８年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１８年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１８年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１９年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１９年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成１９年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成２０年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成２０年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成２０年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成２１年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成２１年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成２１年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成２１年度）分冊４ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成２１年度）分冊５ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科運営会議（平成２１年度）分冊６ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２２年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２２年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２２年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２２年度）分冊４ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２２年度）分冊５ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２２年度）分冊６ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２２年度）分冊７ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２２年度）分冊８ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２３年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２３年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２３年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２３年度）分冊４ 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２３年度）分冊５ 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２４年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２４年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２４年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２４年度）分冊４ 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２４年度）分冊５ 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２５年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２５年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２５年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２５年度）分冊４ 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２５年度）分冊５ 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２６年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２６年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２６年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２６年度）分冊４ 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２６年度）分冊５ 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２７年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２７年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２７年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後7年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２８年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２８年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２８年度）分冊３ 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後7年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院・学院運営会議（平成２８年度）分冊４ 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後8年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会・代議員会開催通知（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会・代議員会開催通知（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会・代議員会開催通知（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会・代議員会開催通知（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会・代議員会開催通知（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．４５ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録（平成１年度）ＮＯ．４６ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録（平成２年度）ＮＯ．４７ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録（平成３年度）ＮＯ．４８ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録（平成４年度）ＮＯ．４９ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録（平成４年度）ＮＯ．５０ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録（平成５年度）ＮＯ．５１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．５２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．５３ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．５４ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成９年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部教授会議事録（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部教授会・講座教授会議議事録（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部教授会・講座教授会議議事録（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座教授会議議事録（平成９年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座教授会議議事録（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座教授会議議事録（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成９年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会議事録（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会・学部教授会・講座教授会議議事録（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会・学部教授会・講座教授会議議事録（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会・学部教授会議事録（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会・学部教授会議事録（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会・学部教授会議事録（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会・学部教授会議事録（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会・学部教授会議事録（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科教授会・学部教授会議事録（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会（学部・研究院・学院）議事録（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会（学部・研究院・学院）議事録（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会（学部・研究院・学院）議事録（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会（学部・研究院・学院）議事録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会（学部・研究院・学院）議事録（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会（学部・研究院・学院）議事録（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教授会（学部・研究院・学院）議事録（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（昭和６３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（平成１年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（平成２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（平成３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（平成４年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（平成４年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（平成５年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（平成６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（平成７年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 教室主任会議議事録（平成８年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座主任会議議事録（平成９年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座主任会議議事録（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座主任会議議事録（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座主任会議議事録（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座主任会議議事録（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座主任会議議事録（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 講座主任会議議事録（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 専攻長会議議事録（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成１７年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成１７年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成１８年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成１８年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成１９年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成１９年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成２０年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成２０年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成２１年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科代議員会議事録（平成２１年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２２年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２２年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２３年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２３年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２４年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２４年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２５年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２５年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２６年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２６年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２７年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２７年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２８年度）分冊１ 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究院代議員会議事録（平成２８年度）分冊２ 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学院代議員会議事録（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学院代議員会議事録（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学院代議員会議事録（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学院代議員会議事録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学院代議員会議事録（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学院代議員会議事録（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学院代議員会議事録（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２７ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２８ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２９ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．３０ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．３１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．３２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．３３ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．３４ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．３５ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学科代表会議議事録（平成９年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学科代表会議議事録（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学科代表会議議事録（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学科代表会議議事録（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学科代表会議議事録（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学科代表会議議事録（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学科代表会議議事録（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合学務会議議事録（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 学部代議員会議事録（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 共同利用施設群の統合・再編検討専門委員会関係（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 共同利用施設群の統合・再編検討専門委員会関係（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究院・工学院設置準備委員会関係 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院設置準備委員会関係 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科将来構想検討専門委員会関係（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科組織改革検討専門委員会関係（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学研究科組織改革検討専門委員会関係（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会(平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会(平成２７年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会(平成２８年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 将来構想委員会関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 組織運営委員会関係（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 組織運営委員会関係（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 組織運営委員会関係（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 組織運営委員会関係（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 創造工学センター検討専門委員会（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 創造工学センター検討専門委員会（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 評価委員会関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 評価委員会関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 評価委員会関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 評価委員会関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 評価委員会関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 評価委員会関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 評価委員会関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 評価委員会関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 評価委員会関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 組織・運営，施設・整備等評価専門委員会（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究評価専門委員会（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 研究評価専門委員会（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部事務部長会議関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学関連研究科長等会議関係・８大学工学部長会議関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学関連研究科長等会議関係・８大学工学部長会議関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学関連研究科長等会議関係・８大学工学部長会議関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学関連研究科長等会議関係・８大学工学部長会議関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 第132回８大学工学関連研究科長等会議関係・第10回８大学工学部長会議関係【北大幹事】（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 ８大学工学関連研究科長等会議関係・８大学工学部長会議関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 国立大学工学部長会議関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 道内国立高専校長と道内工学系大学長等との懇談会（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 道内国立高専校長と道内工学系大学長等との懇談会（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 道内国立高専校長と道内工学系大学長等との懇談会（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 道内国立高専校長と道内工学系大学長等との懇談会（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 道内国立高専校長と道内工学系大学長等との懇談会（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 道内国立高専校長と道内工学系大学長等との懇談会（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学外会議 北海道大学工学研究院・工学院・工学部運営懇談会（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 交通対策関係 構内入構証関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 交通対策関係 構内入構証関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 交通対策関係 構内入構証関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他総務 東日本大震災対応関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他総務 各種通知文書（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他総務 各種通知文書（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他総務 各種通知文書（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他総務 各種通知文書（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他総務 各種通知文書（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 行事・式典 諸行事 北海道大学ホームカミングデー（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 行事・式典 諸行事 北海道大学ホームカミングデー（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 行事・式典 諸行事 北海道大学ホームカミングデー（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 ミッションの再定義 国立大学のミッションの再定義（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 ミッションの再定義 国立大学のミッションの再定義（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 個人情報保護 個人情報保護関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 個人情報保護 個人情報保護関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 個人情報保護 個人情報保護関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 後援名義 後援名義（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 後援名義 後援名義（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 後援名義 後援名義（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 後援名義 後援名義（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 管理運営 後援名義 後援名義（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他総務 共同プロジェクト拠点関係 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 未定 活動終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 職員証（ＩＣカード） 職員証（ＩＣカード）作成資料（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 職員証（ＩＣカード） 職員証（ＩＣカード）作成資料（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 職員証（ＩＣカード） 職員証（ＩＣカード）作成資料（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 職員証（ＩＣカード） 職員証（ＩＣカード）作成資料（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 作成関係 職員証（ＩＣカード） 職員証（ＩＣカード）作成資料（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会計 購入関係 購入依頼書（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会計 購入関係 購入依頼書（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課 会計 購入関係 購入依頼書（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄

工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成１６年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成１７年） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成１８年） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成１９年） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成２０年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成２１年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成２２年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 調査 調査 科学技術研究調査（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ナバ研）（平成２０年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ナバ研）（平成２１年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ナバ研）（平成２２年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ナバ研）（平成２３年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ナバ研）（平成２４年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ナバ研）（平成２５年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄



工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大ナバ研）（平成２６年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 会議 センター内会議 環境ナノ・バイオ工学研究センター運営委員会（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 会議 センター内会議 環境ナノ・バイオ工学研究センター運営委員会（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 会議 センター内会議 環境ナノ・バイオ工学研究センター運営委員会（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 会議 センター内会議 環境ナノ・バイオ工学研究センター運営委員会（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 会議 センター内会議 環境ナノ・バイオ工学研究センター運営委員会（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 会議 センター内会議 環境ナノ・バイオ工学研究センター運営委員会（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 会議 センター内会議 次世代都市代謝教育研究センター運営委員会（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大トポ研）（平成２１年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大トポ研）（平成２２年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大トポ研）（平成２３年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大トポ研）（平成２４年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大トポ研）（平成２５年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大トポ研）（平成２６年） 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 会議 センター内会議 トポロジー理工学教育研究センター運営委員会（平成２１年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 会議 センター内会議 トポロジー理工学教育研究センター運営委員会（平成２２年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 会議 センター内会議 トポロジー理工学教育研究センター運営委員会（平成２３年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 会議 センター内会議 トポロジー理工学教育研究センター運営委員会（平成２４年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 会議 センター内会議 トポロジー理工学教育研究センター運営委員会（平成２５年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 会議 センター内会議 トポロジー理工学教育研究センター運営委員会（平成２６年度) 工学系事務部総務課長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成６年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成７年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成８年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成９年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成１０年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成１１年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成１２年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成１３年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大エ研）（平成１４年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（議事録・設置準備委員会を含む）（平成５年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成７年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成８年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価委員会（議事録・規程を含む）（平成９年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価委員会（議事録・規程を含む）（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価委員会（議事録・規程を含む）（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価委員会（議事録・規程を含む）（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価委員会（議事録・規程を含む）（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価委員会（議事録・規程を含む）（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価委員会（議事録・規程を含む）（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 行事・式典 記念事業 マルチビーム超高圧電子顕微鏡室設置・新世代先端材料研究実験棟竣工記念式典 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年 1999/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 資料 本センターの資料 マルチビームＨＶＥＭ・関連研究設備による先端材料研究会報告書 工学系事務部総務課長 庶務掛 1999年 2000/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 資料 本センターの資料 北海道大学エネルギー先端工学研究センター外部評価報告書 工学系事務部総務課長 庶務掛 2000年 2001/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 資料 本センターの資料 要覧 工学系事務部総務課長 庶務掛 1998年 1999/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成１１年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成１２年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成１３年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成１４年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成１５年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成１６年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成１７年） 工学系事務部総務課長 人事係 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成１８年） 工学系事務部総務課長 人事第一係 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成１９年） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成２０年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成２１年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成２２年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成２３年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成２４年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成２５年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成２７年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年 2016/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大工秘）（平成２８年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年 2017/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（昭和６２年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1987年 1988/1/1 30年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（昭和６３年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成２年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成３年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成４年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成５年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成６年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成７年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成８年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成９年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１０年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１１年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１２年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１３年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１４年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄



工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１５年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１６年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１７年） 工学系事務部総務課長 人事係 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１８年） 工学系事務部総務課長 人事第一係 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成１９年） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成２０年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成２１年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成２２年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成２３年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 分限 休職関係（平成２４年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（昭和６２年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1987年 1988/1/1 30年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（昭和６３年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成２年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成３年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成４年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成５年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成６年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成７年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成８年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成９年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１０年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１１年） 工学系事務部総務課長 人事掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１２年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１３年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１４年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 分限及び懲戒 懲戒 顛末報告書（平成１５年） 工学系事務部総務課長 人事掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２２年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年 2011/1/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２３年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年 2012/1/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２４年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年 2013/1/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２５年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年 2014/1/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２７年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年 2016/1/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 福利・厚生 身分証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２８年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年 2017/1/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 福利・厚生 職員厚生事業 レクリェーション関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 福利・厚生 職員厚生事業 レクリェーション関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 福利・厚生 職員厚生事業 レクリェーション関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 福利・厚生 職員厚生事業 円山動物園関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 福利・厚生 職員厚生事業 円山動物園関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 福利・厚生 職員厚生事業 円山動物園関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形関係 工学系事務部総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄記録簿 工学系事務部総務課長 人事掛 1972年度 1973/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 綱紀粛正・服務関係 服務関係（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 綱紀粛正・服務関係 服務関係（平成２７年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 綱紀粛正・服務関係 服務関係（平成２８年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 技術移転兼業関係（ＴＬＯ） 工学系事務部総務課長 人事掛 2000年度 2001/4/1 業務終了後3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2004年度 2005/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 人事第一係 2006年度 2007/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 許可済兼業（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業（併任）台帳 工学系事務部総務課長 人事掛 1997年度 1998/4/1 業務終了後3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2004年度 2005/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 人事第一係 2006年度 2007/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業状況報告書（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業状況報告書（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業状況報告書（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業状況報告書（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 兼業状況報告書（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 研究成果活用兼業関係 工学系事務部総務課長 人事掛 2001年度 2002/4/1 業務終了後3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 短期間兼業（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2004年度 2005/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 短期間兼業（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄



工学系事務部総務課 服務 兼業 短期間兼業（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 人事第一係 2006年度 2007/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 短期間兼業（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 短期間兼業（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 短期間兼業（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 短期間兼業（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 短期間兼業（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 短期間兼業（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2004年度 2005/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 人事第一係 2006年度 2007/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 部局長兼業（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 業務終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２７年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２８年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２７年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２８年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替通知簿（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替通知簿（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替通知簿（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２３年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 長期病休者報告（平成２４年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 長期病休者報告（平成２５年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 長期病休者報告（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 長期病休者報告（平成２７年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 長期病休者報告（平成２８年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 非常勤職員欠勤届（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 非常勤職員欠勤届（平成２７年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 非常勤職員欠勤届（平成２８年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 非正規職員　勤務時間報告（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 非正規職員　勤務時間報告（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 非正規職員　勤務時間報告（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 非正規職員　勤務時間報告（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 勤務時間及び休暇 非正規職員　勤務時間報告（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 Ｆ３関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 Ｆ３関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 Ｆ３関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 外国人招へい教員（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 外国人招へい教員（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 外国人招へい教員（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 契約職員（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 契約職員（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 契約職員（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 契約職員（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 契約職員（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 招へい教員関係綴（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 招へい教員関係綴（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 招へい教員関係綴（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 招へい教員関係綴（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 招へい教員関係綴（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短期支援員関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短期支援員関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短期支援員関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短期支援員関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短期支援員関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短時間勤務職員（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短時間勤務職員（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短時間勤務職員（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄



工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短時間勤務職員（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 短時間勤務職員（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 特任教員（Ｆ３）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 特任教員・特定専門職員（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 特任教員・特定専門職員（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 特任教員・特定専門職員（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 特任教員・特定専門職員（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 特任教員・特定専門職員（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 博士研究員・学術研究員（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 博士研究員・学術研究員（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 博士研究員・学術研究員（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 博士研究員・学術研究員（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非正規職員 博士研究員・学術研究員（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 ティーチング・アシスタント（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 ティーチング・フェロー（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 ティーチング・フェロー（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 テニュアトラック普及定着事業（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 テニュアトラック普及定着事業（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 テニュアトラック普及定着事業（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 テニュアトラック普及定着事業（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 テニュアトラック普及定着事業（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 人事記録 工学系事務部総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 退職から5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 非常勤職員 非常勤講師（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 教員選考（公募）関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 教員選考（公募）関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 教員選考（公募）関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 教員選考（公募）関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 教員選考（公募）関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（教員）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（教員）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（教員）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（教員）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（教員）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（事務系）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（事務系）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（事務系）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（事務系）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 任免関係（事務系）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 分課命令簿（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 分課命令簿（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 分課命令簿（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 分課命令簿（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 分課命令簿（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成８年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成９年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 人事第一係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究科長選挙 研究科長選挙関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究院長選挙 研究院長選挙関係（平成２２年度就任分） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究院長選挙 研究院長選挙関係（平成２４年度就任分） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究院長選挙 研究院長選挙関係（平成２６年度就任分） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究院長選挙 研究院長選挙関係（平成２８年度就任分） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 研究院長選挙 研究院長選挙関係（平成２９年度就任分） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（昭和６２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（昭和６３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成４年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成５年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成６年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成７年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成８年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄



工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成９年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 選挙 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動に関する書類 異動者移管書類（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動に関する書類 異動者移管書類（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動に関する書類 異動者移管書類（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動に関する書類 異動者移管書類（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動に関する書類 異動者移管書類（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事に関するヒアリング 人事関係資料説明事項（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事に関するヒアリング 人事関係資料説明事項（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事に関するヒアリング 人事関係資料説明事項（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事に関するヒアリング 人事関係資料説明事項（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事異動関係 人事に関するヒアリング 人事関係資料説明事項（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（昭和６２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（昭和６３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成４年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成５年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成６年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成７年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成８年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成９年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 人事係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 人事第一係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 職員団体 団体交渉 組合交渉等（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 教職員表彰（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 教職員表彰（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 教職員表彰（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 教職員表彰（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 教職員表彰（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 教職員表彰（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 叙位・叙勲（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 叙位・叙勲（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 叙位・叙勲（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 叙位・叙勲（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 叙位・叙勲（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 叙位・叙勲（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲・表彰 叙位・叙勲（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿 工学系事務部総務課長 人事掛 1993年度 1994/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届　 工学系事務部総務課長 人事掛 1973年度 1974/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄



工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 入試手当 入試手当関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿 工学系事務部総務課長 人事掛 1970年度 1971/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 通勤手当 通勤届 工学系事務部総務課長 人事掛 1970年度 1971/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 超過勤務手当 超過勤務関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 超過勤務手当 超過勤務関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 超過勤務手当 超過勤務関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 超過勤務手当 超過勤務関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 超過勤務手当 超過勤務関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 超過勤務手当 超過勤務関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 超過勤務手当 超過勤務関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 超過勤務手当 超過勤務関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 超過勤務手当 超過勤務関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿 工学系事務部総務課長 人事掛 1990年度 1991/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任届 工学系事務部総務課長 人事掛 1990年度 1991/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当異動（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当異動（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当異動（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当異動（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当異動（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当異動（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当異動（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当異動（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当等の追給返納報告 諸手当異動（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿 工学系事務部総務課長 人事掛 1966年度 1967/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 住居手当 住居届 工学系事務部総務課長 人事掛 1966年度 1967/4/1 支給喪失から10年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 児童手当及び特例給付 児童手当・特例給付 工学系事務部総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 教員免許更新講習手当 教員免許更新講習手当関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 教員免許更新講習手当 教員免許更新講習手当関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 教員免許更新講習手当 教員免許更新講習手当関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 教員免許更新講習手当 教員免許更新講習手当関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 教員免許更新講習手当 教員免許更新講習手当関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 教員免許更新講習手当 教員免許更新講習手当関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 教員免許更新講習手当 教員免許更新講習手当関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 教員免許更新講習手当 教員免許更新講習手当関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当関係 学位論文審査手当 学位論文審査手当関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内出張 旅行命令・依頼簿，旅行報告書（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内出張 旅行命令・依頼簿，旅行報告書（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内出張 旅行命令・依頼簿，旅行報告書（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄



工学系事務部総務課 出張等 国内出張 旅行命令・依頼簿，旅行報告書（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内出張 旅行命令・依頼簿，旅行報告書（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害関係（１９９２） 工学系事務部総務課長 人事掛 1992年度 1993/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害関係（２００２） 工学系事務部総務課長 人事掛 2002年度 2003/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 災害補償 災害補償認定申請等 公務災害関係（２００６） 工学系事務部総務課長 人事第一係 2006年度 2007/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 研修 研修 技術職員研修（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 研修 研修 技術職員研修（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 研修 研修 技術職員研修（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 研修 研修 研修（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 研修 研修 研修（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 研修 研修 研修（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 健康・安全 健康診断 裁量労働従事者自己診断カード（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 健康・安全 健康診断 裁量労働従事者自己診断カード（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 健康・安全 健康診断 裁量労働従事者自己診断カード（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 総務担当（人事） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 給与決定関係 定員内職員 給与関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（昭和６２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（昭和６３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成１年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成２年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成３年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成４年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成５年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成６年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成７年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成８年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 機構・定員 定員 助手定員の運用関係（平成９年度） 工学系事務部総務課長 人事掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 人事運用審査委員会（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 人事運用審査委員会（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 人事運用審査委員会（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 人事運用審査委員会（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 人事運用審査委員会（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 人事運用審査委員会（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 人事運用審査委員会（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 人事運用審査委員会（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 人事運用審査委員会（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 助教再任関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 助教業績審査関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 助教業績審査関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 助教業績審査関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免関係 定員内職員 助教業績審査関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他人事 過半数代表者候補者選挙関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 過半数代表者候補者選挙関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 過半数代表者候補者選挙関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 過半数代表者候補者選挙関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（土壌環境評価学分野）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（土壌環境評価学分野）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（土壌環境評価学分野）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（土壌環境評価学分野）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附研究部門（長寿命・高信頼性コーティングシステム研究部門）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附研究部門（長寿命・高信頼性コーティングシステム研究部門）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附講座（バイオウェイストマネジメント工学講座）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附講座（寒冷地河川工学講座）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附講座（寒冷地河川工学講座）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（エコセーフエナジー分野）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（エコセーフエナジー分野）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（エコセーフエナジー分野）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（循環・エネルギー技術システム分野）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（循環・エネルギー技術システム分野）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 寄附分野（原子力支援社会基盤技術分野）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他人事 教員公募関係（他大学から募集）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他人事 教員公募関係（本研究院）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他人事 連携講座・客員部門関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他人事 連携講座・客員部門関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他人事 連携講座・客員部門関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他人事 連携講座・客員部門関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 その他 その他人事 連携講座・客員部門関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事関係文書 採用試験に関するもの 国立大学法人等職員統一採用試験関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事関係文書 採用試験に関するもの 国立大学法人等職員統一採用試験関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 人事関係文書 採用試験に関するもの 国立大学法人等職員統一採用試験関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 調査・報告関係 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄

工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 任免関係 定員内・非正規職員 工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 任免関係 定員内・非正規職員 工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 任免関係 定員内・非正規職員 工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 任免関係 定員内・非正規職員 工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 任免関係 定員内・非正規職員 工学研究院附属エネルギー・マテリアル融合領域研究センター（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２３年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 任免関係 定員内・非正規職員 環境ナノ・バイオ工学研究センター（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 任免関係 定員内・非正規職員 環境ナノ・バイオ工学研究センター（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 任免関係 定員内・非正規職員 環境ナノ・バイオ工学研究センター（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２３年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 任免関係 定員内・非正規職員 トポロジー理工学教育研究センター（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 任免関係 定員内・非正規職員 トポロジー理工学教育研究センター（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課（トポロジー理工学教育研究センター事務） 任免関係 定員内・非正規職員 トポロジー理工学教育研究センター（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課人事担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 各種調査（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 各種調査（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 各種調査（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 他機関からの旅行依頼（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 他機関からの旅行依頼（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 他機関からの旅行依頼（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 他機関からの旅行依頼（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 他機関からの旅行依頼（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２８年度）別冊１ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２８年度）別冊２ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２８年度）別冊３ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２８年度）別冊４ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２８年度）別冊５ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２８年度）別冊６ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２８年度）別冊７ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２８年度）別冊８ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２８年度）別冊９ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（昭和６３年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成３年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成４年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成５年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成６年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成７年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成９年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１５年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 産学連携掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 産学連携係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 産学連携係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（産学） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２８年度）別冊１ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２８年度）別冊２ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２８年度）別冊３ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２８年度）別冊１ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２８年度）別冊２ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 利益相反 利益相反マネジメント（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 成果有体物 成果有体物（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 成果有体物 成果有体物（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 成果有体物 成果有体物（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 成果有体物 成果有体物（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 産学官連携 成果有体物 成果有体物（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 研究助成（文部科学省関係） 文部科学省事業 テニュアトラック事業（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 研究助成（文部科学省関係） 文部科学省事業 テニュアトラック事業（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 研究助成（文部科学省関係） 文部科学省事業 テニュアトラック事業（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 研究助成（文部科学省関係） 文部科学省事業 テニュアトラック事業（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 研究者派遣事業関係 部局内事業 海外渡航助成事業（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 研究者派遣事業関係 部局内事業 海外渡航助成事業（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 研究者派遣事業関係 部局内事業 海外渡航助成事業（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 研究者派遣事業関係 部局内事業 海外渡航助成事業（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 研究者派遣事業関係 部局内事業 海外渡航助成事業（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 「中核的研究拠点形成プログラム」の研究組織の募集 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 グローバルCOEプログラム（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 グローバルCOEプログラム（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 科学技術振興調整費（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 科学技術振興調整費（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者番号 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金通知・報告等一般 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金分担者承諾書 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 産学連携係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 産学連携係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（産学） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 先端・次世代研究開発支援プログラム　（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 先端・次世代研究開発支援プログラム　（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 先端・次世代研究開発支援プログラム　（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部総務課 学術研究助成 補助金 先端・次世代研究開発支援プログラム　（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 専門研究員（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 専門研究員（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 専門研究員（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 専門研究員（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 専門研究員（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員等（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員等（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員等（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員等（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 受託研究員等（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 共同利用 国立機関等の共同利用等（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 共同利用 国立機関等の共同利用等（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 共同利用 国立機関等の共同利用等（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 共同利用 国立機関等の共同利用等（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 共同利用 国立機関等の共同利用等（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄



工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２８年度）別冊１ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２８年度）別冊２ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２８年度）別冊３ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 外部資金 財団法人等からの助成金（平成２８年度）別冊４ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（産学） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金(平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成１６年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成１７年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（産学） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究者番号(平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（産学） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究者番号(平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金交付申請書(平成１６年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
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工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業研究計画調書(平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業研究計画調書(平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業研究計画調書（平成２８年度）別冊１ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業研究計画調書（平成２８年度）別冊２ 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業交付申請書(平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業交付申請書(平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業交付申請書（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業実績報告書・研究成果報告書(平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業実績報告書・研究成果報告書(平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業実績報告書・研究成果報告書（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業特別研究員奨励費(平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業特別研究員奨励費(平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 学術研究助成 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業特別研究員奨励費（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 部局内会議 核燃料物質貯蔵施設委員会 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 部局内会議 研究企画室関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 部局内会議 研究企画室関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 部局内会議 研究企画室関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 部局内会議 研究企画室関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 部局内会議 研究企画室関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 部局内会議 超高圧電子顕微鏡室研究室運営委員会 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 エリアモニター施設運営委員会 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1983年度 1984/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学系連携推進部関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学系連携推進部関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学系連携推進部関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学系連携推進部関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 工学系連携推進部関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 液体窒素供給運営委員会 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1979年度 1980/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 加速器研究室運営委員会 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1983年度 1984/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 核磁気共鳴装置研究室運営委員会 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1981年度 1982/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 光電子分光分析研究室運営委員会 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1978年度 1979/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 高エネルギー超強力Ｘ線回折室管理運営委員会 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1997年度 1998/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 全自動微小部分析装置運営委員会 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1978年度 1979/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 北海道大学工学系ヒトを対象とする研究倫理審査委員会（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 北海道大学工学系ヒトを対象とする研究倫理審査委員会（平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 北海道大学工学系ヒトを対象とする研究倫理審査委員会（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 北海道大学工学系ヒトを対象とする研究倫理審査委員会（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 北海道大学工学系ヒトを対象とする研究倫理審査委員会（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 北海道大学工学系ヒトを対象とする研究倫理審査委員会（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 北海道大学工学系ヒトを対象とする研究倫理審査委員会（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 北海道大学工学系ヒトを対象とする研究倫理審査委員会（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 北海道大学工学系ヒトを対象とする研究倫理審査委員会（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 理工系放射性同位元素総合研究室運営委員会 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1979年度 1980/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄

工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（総長推薦分）（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（部局処理分）（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（総長推薦分）（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（研協） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（部局処理分）（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成１６年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成１７年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（産学） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書(平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者番号(平成１６年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者番号(平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（産学） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者番号(平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書(平成１６年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書(平成１７年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書(平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書(平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書(平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書(平成１６年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書(平成１７年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書(平成１８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書(平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書(平成２１年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 間接経費（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 産学連携掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 産学連携掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 産学連携係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 産学連携係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（産学） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 産学官連携 特許関係 特許関係（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 産学連携係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１６年度） 工学系事務部総務課長 産学連携掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１７年度） 工学系事務部総務課長 産学連携係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１８年度） 工学系事務部総務課長 産学連携係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１９年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当（産学） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（エネルギー・マテリアル融合領域研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 研究終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 科学研究費補助金の応募 科学研究費補助金研究計画調書（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 科学研究費補助金の応募 科学研究費補助金研究計画調書（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金交付申請書（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金交付申請書（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金通知・報告等一般（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金通知・報告等一般（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用･評価 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用･評価 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員 日本学術振興会特別研究員（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 研究助成関係文書 日本学術振興会特別研究員 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 産学官連携 外部資金 受託研究（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２０年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（次世代都市代謝教育研究センター） 出張等 国内・海外出張 旅行命令･依頼簿（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 廃棄
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成６年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成７年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成８年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成９年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１０年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１１年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１２年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１３年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課（旧エネルギー先端工学研究センター事務） 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１４年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課研究支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 任免 学院長選挙 学院長選挙関係 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 学院長選挙 学院長選挙関係 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 学院長選挙 学院長選挙関係 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 留学生交流関係 留学生交流支援 留学生交流支援制度（ＳＳ＆ＳＶ）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 留学生交流関係 留学生交流支援 留学生交流支援制度（ＳＳ＆ＳＶ）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 留学生交流関係 留学生交流支援 留学生交流支援制度（ＳＳ＆ＳＶ）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 留学生交流関係 留学生交流支援 留学生交流支援制度（ＳＳ＆ＳＶ）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 プログラム終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 留学生交流関係 留学生交流支援 留学生交流支援制度（ＳＳ＆ＳＶ）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 プログラム終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 法令 本学・文科省の規程等 学内規程の一部改正関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 法令 本学・文科省の規程等 学内規程の一部改正関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 法令 本学・文科省の規程等 学内規程の一部改正関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 法令 本学・文科省の規程等 学内規程の一部改正関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 法令 本学・文科省の規程等 学内規程の一部改正関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 法令 本学・文科省の規程等 学内規程の一部改正関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院ＦＤ委員会議事録（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院ＦＤ委員会議事録（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院ＦＤ委員会議事録（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院ＦＤ委員会議事録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院ＦＤ委員会議事録（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院ＦＤ委員会議事録（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院運営会議議事録（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院運営会議議事録（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院運営会議議事録（平成２３年度）（№２） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院運営会議議事録（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院運営会議議事録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院運営会議議事録（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院運営会議議事録（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院運営会議議事録（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院教授会議事録（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院教授会議事録（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院教授会議事録（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院教授会議事録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院教授会議事録（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院教授会議事録（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院教授会議事録（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院代議員会議議事録（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院代議員会議議事録（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院代議員会議議事録（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院代議員会議議事録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院代議員会議議事録（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院代議員会議議事録（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院代議員会議議事録（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院ティーチングアシスタント（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院ティーチングアシスタント（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院ティーチングアシスタント（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院ティーチングアシスタント（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院ティーチングアシスタント（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 各種委員会委員 総合化学院学内各種委員会委員関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 各種委員会委員 総合化学院学内各種委員会委員関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 各種委員会委員 総合化学院学内各種委員会委員関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 各種委員会委員 総合化学院学内各種委員会委員関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 各種委員会委員 総合化学院学内各種委員会委員関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 法令 学院の規程等 総合化学院規程関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 法令 学院の規程等 総合化学院規程関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 法令 学院の規程等 総合化学院規程関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 法令 学院の規程等 総合化学院規程関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 法令 学院の規程等 総合化学院規程関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 法令 学院の規程等 総合化学院規程関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 法令 学院の規程等 総合化学院規程関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 総合化学院協定書関係（外国・国内供用）（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 総合化学院協定書関係（外国・国内供用）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 総合化学院協定書関係（外国・国内供用）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 総合化学院協定書関係（外国・国内供用）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 総合化学院協定書関係（外国・国内供用）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 総合化学院協定書関係（外国・国内供用）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 協定 協定・覚書 総合化学院協定書関係（外国・国内供用）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 総合化学院教員審査の結果（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 総合化学院教員審査の結果（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 総合化学院教員審査の結果（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 総合化学院教員審査の結果（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院広報委員会議事録（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院広報委員会議事録（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院広報委員会議事録（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院広報委員会議事録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院広報委員会議事録（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院広報委員会議事録（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院広報委員会議事録（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 その他 その他庶務 総合化学院庶務雑件（平成28年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院将来構想委員会議事録（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院将来構想委員会議事録（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院将来構想委員会議事録（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院将来構想委員会議事録（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院将来構想委員会議事録（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 会議 学内会議 総合化学院将来構想委員会議事録（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 情報 システムの開発・運用 総合化学院情報システム（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 情報 システムの開発・運用 総合化学院情報システム（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 情報 システムの開発・運用 総合化学院情報システム（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 情報 システムの開発・運用 総合化学院情報システム（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 情報 システムの開発・運用 総合化学院情報システム（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 情報 システムの開発・運用 総合化学院情報システム（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 情報 システムの開発・運用 総合化学院情報システム（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 総合化学院人材育成プログラム（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 総合化学院人材育成プログラム（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 総合化学院人材育成プログラム（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 総合化学院人材育成プログラム（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 プログラム終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 学術研究助成 人材育成 総合化学院人材育成プログラム（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 プログラム終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 俸給の調整額 総合化学院大学院手当関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 俸給の調整額 総合化学院大学院手当関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 俸給の調整額 総合化学院大学院手当関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 俸給の調整額 総合化学院大学院手当関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 俸給の調整額 総合化学院大学院手当関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 俸給の調整額 総合化学院大学院手当関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 俸給の調整額 総合化学院大学院手当関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 総合化学院調査・報告（庶務関係）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 総合化学院調査・報告（庶務関係）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 総合化学院調査・報告（庶務関係）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 総合化学院調査・報告（庶務関係）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 総合化学院調査・報告（庶務関係）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄



工学系事務部総務課 調査 調査 総合化学院調査・報告（人事関係）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 総合化学院調査・報告（人事関係）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 総合化学院調査・報告（人事関係）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 調査 調査 人事関係（調査・報告・回答等）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 入試手当 総合化学院入試手当関係（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 入試手当 総合化学院入試手当関係（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 入試手当 総合化学院入試手当関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 入試手当 総合化学院入試手当関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 入試手当 総合化学院入試手当関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 入試手当 総合化学院入試手当関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 諸手当 入試手当 総合化学院入試手当関係（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院非常勤講師（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院非常勤講師（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院非常勤講師（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院非常勤講師（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非常勤職員 総合化学院非常勤講師（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 総合化学院部局長兼業（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 兼業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 総合化学院部局長兼業（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 兼業終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 総合化学院部局長兼業（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 兼業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 総合化学院部局長兼業（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 兼業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 服務 兼業 総合化学院部局長兼業（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 兼業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会計 予算 総合化学院予算関係（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会計 予算 総合化学院予算関係（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会計 予算 総合化学院予算関係（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会計 予算 総合化学院予算関係（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 会計 予算 総合化学院予算関係（平成２8年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 連携講座（分野） 総合化学院連携に関する協定書（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 任免 非正規職員 総合化学院連携分野（客員教員）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非正規職員 総合化学院連携分野（客員教員）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非正規職員 総合化学院連携分野（客員教員）（平成２６年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非正規職員 総合化学院連携分野（客員教員）（平成２７年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 任免 非正規職員 総合化学院連携分野（客員教員）（平成２８年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総化）（平成２２年） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総化）（平成２３年） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総化）（平成２４年） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総化）（平成２５年） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総化）（平成２６年） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総化）（平成２７年） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大総化）（平成２８年） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2016年度 2017/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 廃棄
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 北海道大学大学院総合化学院設置計画履行状況報告書（平成２２年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 北海道大学大学院総合化学院設置計画履行状況報告書（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 北海道大学大学院総合化学院設置計画履行状況報告書（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 北海道大学大学院総合化学院設置計画履行状況報告書（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 北海道大学大学院総合化学院設置計画履行状況報告書（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 北海道大学大学院総合化学院専任教員採用等設置計画変更書（教員の個人調書）（平成２３年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 北海道大学大学院総合化学院専任教員採用等設置計画変更書（教員の個人調書）（平成２４年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 設置・改廃・届出 大学院設置 北海道大学大学院総合化学院専任教員採用等設置計画変更書（教員の個人調書）（平成２５年度） 工学系事務部総務課長 総合化学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 工学系事務部総務課総合化学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 調査 調査 利用統計 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 一括購入外国雑誌選定（２０１４年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 一括購入外国雑誌選定（２０１５年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 一括購入外国雑誌選定（２０１６年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 閲覧業務に関する決裁文書（２０１４年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 閲覧業務に関する決裁文書（２０１５年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 閲覧業務に関する決裁文書（２０１６年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 学生用図書教員選定（２０１４年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 学生用図書教員選定（２０１５年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 学生用図書教員選定（２０１６年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 現物貸借申込書（２０１６年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 参考調査関係文書（２０１４年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の除籍に関する決裁文書（２０１２年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の除籍に関する決裁文書（２０１３年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の除籍に関する決裁文書（２０１４年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の除籍に関する決裁文書（２０１５年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の除籍に関する決裁文書（２０１６年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の照合調査に関するもの（２０１２年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の照合調査に関するもの（２０１３年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の照合調査に関するもの（２０１４年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の照合調査に関するもの（２０１５年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の照合調査に関するもの（２０１６年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の利用に関する決裁文書（２０１４年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 資料の利用に関する決裁文書（２０１６年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 資料 図書館関係資料 文献複写申込書（２０１６年度） 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 廃棄
工学系事務部総務課 行事・式典 記念事業 工学部年史関係（７５年史の編集に関する決裁文書） 工学系事務部総務課長 図書整理掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部総務課長 附属図書館利用支援課工学研究院・情報科学研究科・工学部図書担当 副総括文書管理者が判断
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院担当科目課題（平成２４年度） 総合化学院長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院担当科目課題（平成２５年度） 総合化学院長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄



総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院担当科目課題（平成２６年度） 総合化学院長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院担当科目課題（平成２７年度） 総合化学院長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院担当科目課題（平成２８年度） 総合化学院長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院入学試験問題 総合化学院長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 総合化学院長 責任者 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院入学試験問題 総合化学院長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 総合化学院長 責任者 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院入学試験問題 総合化学院長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 総合化学院長 責任者 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院入学試験問題 総合化学院長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 総合化学院長 責任者 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 大学院入学試験問題 総合化学院長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 総合化学院長 責任者 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 定期試験問題 総合化学院長 各教科担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 総合化学院長 各科目担当教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 定期試験問題 総合化学院長 各教科担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 総合化学院長 各科目担当教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 定期試験問題 総合化学院長 各教科担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 総合化学院長 各科目担当教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 定期試験問題 総合化学院長 各教科担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 総合化学院長 各科目担当教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 定期試験問題 総合化学院長 各教科担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 総合化学院長 各科目担当教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 修士論文 総合化学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 修士論文 総合化学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 修士論文 総合化学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 修士論文 総合化学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄
総合化学院 総合化学専攻 総合化学専攻 修士論文 総合化学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 総合化学院長 指導教員 廃棄
工学系事務部経理課 支出（※旧歳出含む） 支出負担行為・支出決議関係 債務計上票（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 支出（※旧歳出含む） 支出負担行為・支出決議関係 債務計上票（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 支出（※旧歳出含む） 支出負担行為・支出決議関係 債務計上票（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 支出（※旧歳出含む） 支出負担行為・支出決議関係 債務計上票（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 支出（※旧歳出含む） 支出負担行為・支出決議関係 債務計上票（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 支出（※旧歳出含む） 支出負担行為・支出決議関係 債務計上票（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 支出（※旧歳出含む） 支出負担行為・支出決議関係 債務計上票（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 収入（※旧歳入含む） 収入関係 未納者名簿（授業料）（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 収入（※旧歳入含む） 収入関係 未納者名簿（授業料）（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 収入（※旧歳入含む） 収入関係 未納者名簿（授業料）（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 収入（※旧歳入含む） 収入関係 未納者名簿（授業料）（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 収入（※旧歳入含む） 収入関係 未納者名簿（授業料）（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 その他 その他 会議費伺（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 その他 その他 会議費伺（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 その他 その他 会議費伺（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 その他 その他 会議費伺（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 その他 その他 会議費伺（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 不動産（※旧国有財産）の取得・管理・処分関係 管理 使用許可関係綴（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 不動産（※旧国有財産）の取得・管理・処分関係 管理 使用許可関係綴（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課資産管理担当　 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 不動産（※旧国有財産）の取得・管理・処分関係 管理 貸付・借入関係綴（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 不動産（※旧国有財産）の取得・管理・処分関係 管理 貸付・借入関係綴（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課資産管理担当　 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 不動産（※旧国有財産）の取得・管理・処分関係 取得・処分 増減異動関係綴（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 不動産（※旧国有財産）の取得・管理・処分関係 取得・処分 増減異動関係綴（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課資産管理担当　 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 会議 研究科・学部内会 工学研究科等動物実験安全専門部会（平成１８年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 研究科・学部内会 工学研究科等動物実験安全専門部会（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 研究科・学部内会 工学研究科等動物実験安全専門部会（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 研究科・学部内会 工学研究科等動物実験安全専門部会（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 研究科・学部内会 工学研究科等動物実験安全専門部会（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 研究科・学部内会 工学研究科等動物実験安全専門部会（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室病原体等安全専門部会（平
成２４年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室病原体等安全専門部会（平
成２５年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室病原体等安全専門部会（平
成２６年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室病原体等安全専門部会（平
成２７年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室病原体等安全専門部会（平
成２８年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 研究科・学部内会 工学部放射線障害予防安全委員会 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室放射線障害予防安全専門
部会（平成２４年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室放射線障害予防安全専門
部会（平成２５年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室放射線障害予防安全専門
部会（平成２６年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室放射線障害予防安全専門
部会（平成２７年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 部局内会議
工学研究院等安全衛生管理室放射線障害予防安全専門
部会（平成２８年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断

工学系事務部経理課 会議 研究科内会議 安全衛生管理室部会（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 研究科内会議 安全衛生管理室部会（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 研究科内会議 安全衛生管理室部会（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 研究科内会議 安全衛生管理室部会（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 部局内会議 安全衛生管理室会議（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 部局内会議 安全衛生管理室会議（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 部局内会議 安全衛生管理室会議（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 部局内会議 安全衛生管理室会議（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 部局内会議 安全衛生管理室会議（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 会議 部局内会議 安全衛生管理室安全防災部会（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 資料 部局資料 安全衛生管理室年報（保存用） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2005年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 債権計上票（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄



工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 債権計上票（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 債権計上票（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 債権計上票（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 債権計上票（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 債権計上票（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 債権計上票（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 寄附金受入申請書（平成2４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 寄附金受入申請書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 寄附金受入申請書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 寄附金受入申請書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 寄附金関係（※旧奨学寄附金委任経理金含む） 寄附金受入申請書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出決議書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出決議書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出決議書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出決議書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出決議書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出決議書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出決議書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 入金通知（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 入金通知（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 入金通知（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 入金通知（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 科学研究費補助金関係 入金通知（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２7年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債権計上票（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 債務計上票（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 共同研究収入契約決議書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 共同研究収入契約決議書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 共同研究収入契約決議書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 共同研究収入契約決議書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 共同研究収入契約決議書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 共同研究収入契約決議書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 共同研究関係 共同研究収入契約決議書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理係 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理係 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債権計上票（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 債務計上票（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 収入契約決議書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 外部資金 受託研究関係 受託研究完了報告書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課外部資金担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課外部資金担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 ＲＩ施設の定期検査（原子力安全技術センター） 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 ＲＩ施設の変更許可による施設検査（原子力安全技術セン 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄



工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 Ｘ線施設装置設置及び廃止届け 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 Ｘ線施設装置設置及び廃止届け（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 Ｘ線施設装置設置及び廃止届け（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 Ｘ線施設装置設置及び廃止届け（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 Ｘ線施設装置設置及び廃止届け（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 Ｘ線施設装置設置及び廃止届け（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 Ｘ線施設点検 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 Ｘ線施設点検（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 Ｘ線施設点検（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 Ｘ線施設点検（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 Ｘ線施設点検（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 Ｘ線施設点検（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 部局内点検 局所排気装置（ドラフト）定期自主検査（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 部局内点検 局所排気装置（ドラフト）定期自主検査（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 部局内点検 局所排気装置（ドラフト）定期自主検査（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 Ｘ線装置等作業従事者登録申請書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 Ｘ線装置等作業従事者登録申請書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 Ｘ線装置等作業従事者登録申請書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 Ｘ線装置等作業従事者登録申請書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 登録申請 Ｘ線装置等作業従事者登録申請書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 サイト内建物報告書 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 サイト内建物報告書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 サイト内建物報告書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 サイト内建物報告書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 サイト内建物報告書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 サイト内建物報告書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料使用施設における保安教育 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 核燃料使用施設における保安教育（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 核燃料使用施設における保安教育（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 核燃料使用施設における保安教育（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 核燃料使用施設における保安教育（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 核燃料使用施設における保安教育（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質の使用変更承認申請書 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質の使用変更承認申請書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質の使用変更承認申請書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質の使用変更承認申請書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質の使用変更承認申請書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質の使用変更承認申請書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質の取扱に関する検査（文部科学省） 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等
核燃料物質の取扱に関する検査（原子力規制委員会）（平
成２４年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等
核燃料物質の取扱に関する検査（原子力規制委員会）（平
成２５年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等
核燃料物質の取扱に関する検査（原子力規制委員会）（平
成２６年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等
核燃料物質の取扱に関する検査（原子力規制委員会）（平
成２７年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等
核燃料物質の取扱に関する検査（原子力規制委員会）（平
成２８年度）

工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 核燃料物質一般通知等（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 核燃料物質一般通知等（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 核燃料物質一般通知等（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 核燃料物質一般通知等（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 核燃料物質一般通知等（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質実在庫量明細報告書等 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質実在庫量明細報告書等（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質実在庫量明細報告書等（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質実在庫量明細報告書等（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質実在庫量明細報告書等（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質実在庫量明細報告書等（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質受払計画等報告書 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質受払計画等報告書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質受払計画等報告書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質受払計画等報告書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質受払計画等報告書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質受払計画等報告書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 ＩＡＥＡ査察（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 計量管理責任者に関する届け出 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 計量管理責任者に関する届け出（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 計量管理責任者に関する届け出（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 計量管理責任者に関する届け出（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 計量管理責任者に関する届け出（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 計量管理責任者に関する届け出（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 向精神薬（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 向精神薬（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 向精神薬（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 向精神薬（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 向精神薬（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 麻薬（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 麻薬（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 麻薬（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 高圧ガス 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄



工学系事務部経理課 学術研究助成 保有量管理 高圧ガス（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 保有量管理 高圧ガス（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 保有量管理 高圧ガス（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 保有量管理 高圧ガス（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 保有量管理 高圧ガス（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 国際規制物資管理報告書 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 2008年6月閉鎖
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 国際規制物資一般通知等（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 国際規制物資一般通知等（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 国際規制物資一般通知等（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 国際規制物資一般通知等（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 国際規制物資一般通知等（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 国際規制物資使用届・使用変更届 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 2008年6月閉鎖
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性取扱施設安全講習会（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性取扱施設安全講習会（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性取扱施設安全講習会（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性取扱施設安全講習会（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性取扱施設安全講習会（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素の管理に関する行政評価・監視 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 放射性同位元素一般通知等（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 放射性同位元素一般通知等（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 放射性同位元素一般通知等（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 放射性同位元素一般通知等（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 一般 放射性同位元素一般通知等（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設に係る承認申請 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設に係る承認申請（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設に係る承認申請（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設に係る承認申請（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設に係る承認申請（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素施設に係る承認申請（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素取扱施設調査票 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素取扱施設調査票（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素取扱施設調査票（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素取扱施設調査票（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素取扱施設調査票（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素取扱施設調査票（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性同位元素等教育訓練（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性同位元素等教育訓練（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性同位元素等教育訓練（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性同位元素等教育訓練（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 安全教育 放射性同位元素等教育訓練（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 報告・届出 放射線管理状況報告書 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 報告・届出 放射線管理状況報告書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 報告・届出 放射線管理状況報告書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 報告・届出 放射線管理状況報告書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 報告・届出 放射線管理状況報告書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 報告・届出 放射線管理状況報告書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 学内点検 放射線関連調査点検（学内） 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 学内点検 放射線関連調査点検（学内）（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 学内点検 放射線関連調査点検（学内）（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 学内点検 放射線関連調査点検（学内）（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 学内点検 放射線関連調査点検（学内）（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 学内点検 放射線関連調査点検（学内）（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 放射線施設点検（工学部内） 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 研究協力掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 放射線施設点検（工学部内）（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 放射線施設点検（工学部内）（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 放射線施設点検（工学部内）（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 放射線施設点検（工学部内）（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 部局内点検 放射線施設点検（工学部内）（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 核燃料物質貯蔵施設 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後10年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 学術研究助成 動物実験 動物実験（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2007年度 2008/4/1 実験等終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 動物実験 動物実験（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 動物実験 動物実験（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 動物実験 動物実験（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 動物実験 動物実験（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 動物実験（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 動物実験（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 動物実験（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 動物実験（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 動物実験（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成１９年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2007年度 2008/4/1 実験等終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２０年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 遺伝子組換え実験関係（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 遺伝子組換え実験（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 遺伝子組換え実験（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 遺伝子組換え実験（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 遺伝子組換え実験（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 遺伝子組換え実験（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 病原体関係（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 病原体関係（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 許認可等 病原体関係（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年



工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 病原体等使用実験（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 病原体等使用実験（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 病原体等使用実験（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 病原体等使用実験（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 学術研究助成 実験 病原体等使用実験（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄 実験は 長５年
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成１９年） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２０年） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２１年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２２年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２３年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２４年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２５年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２６年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２７年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２８年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成１９年） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２０年） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２１年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２２年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２３年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２４年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２５年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２６年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２７年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（平成２８年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成１９年） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成２０年） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成２１年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成２２年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成２３年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成２４年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成２５年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成２６年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成２７年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 給与所得者の保険料兼配偶者特別控除申告書（平成２８年） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 職員別給与簿（非常勤）（平成１８年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 職員別給与簿（非常勤）（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 給与関係 職員別給与簿（非常勤）（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成１８年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 雇用保険関係 雇用保険関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成１８年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 支出関係 給与支払関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 社会保険関係 社会保険各種届出申請書（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 社会保険関係 社会保険各種届出申請書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 社会保険関係 社会保険各種届出申請書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 社会保険関係 社会保険各種届出申請書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 社会保険関係 社会保険各種届出申請書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 社会保険関係 社会保険各種届出申請書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 社会保険関係 社会保険各種届出申請書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 社会保険関係 社会保険各種届出申請書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 給与支払報告（平成１８年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 給与支払報告（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄



工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 給与 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者の異動届（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 売払関係 売払関係書類（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 倉庫 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 売払関係 売払関係書類（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 倉庫 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 売払関係 売払関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 倉庫 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 売払関係 売払関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 売払関係 売払関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 売払関係 売払関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 売払関係 売払関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 一般（指名）競争契約関係 一般（指名）競争契約（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 一般（指名）競争契約関係 一般（指名）競争契約（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 一般（指名）競争契約関係 一般（指名）競争契約（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 一般（指名）競争契約関係 一般（指名）競争契約（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 一般（指名）競争契約関係 一般（指名）競争契約（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 一般（指名）競争契約関係 一般（指名）競争契約（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 一般（指名）競争契約関係 一般（指名）競争契約（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 機種選定関係 機種選定関係書類（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 機種選定関係 機種選定関係書類（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 機種選定関係 機種選定関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 機種選定関係 機種選定関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 機種選定関係 機種選定関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 機種選定関係 機種選定関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 機種選定関係 機種選定関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 仕様策定関係 仕様策定関係書類（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 仕様策定関係 仕様策定関係書類（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 仕様策定関係 仕様策定関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 仕様策定関係 仕様策定関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 仕様策定関係 仕様策定関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 仕様策定関係 仕様策定関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 契約関係文書 仕様策定関係 仕様策定関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康診断関係 診断結果（ＲＩ取扱 診断結果通知書（平成１８年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康診断関係 診断結果（ＲＩ取扱 診断結果通知書（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康診断関係 診断結果（ＲＩ取扱 診断結果通知書（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課安全衛生管理事務室 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康診断関係 診断結果（ＲＩ取扱 診断結果通知書（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康診断関係 診断結果（ＲＩ取扱 診断結果通知書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康診断関係 診断結果（ＲＩ取扱 診断結果通知書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（RI取扱者）（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（RI取扱者）（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（RI取扱者）（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（RI取扱者）（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（RI取扱者）（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（一般）（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（一般）（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（一般）（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（一般）（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（一般）（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（特殊）（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（特殊）（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（特殊）（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（特殊）（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 診断結果通知書（特殊）（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 健康診断 ストレスチェック（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 メンタルヘルス 工学系部局なんでも相談室（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 メンタルヘルス 工学系部局なんでも相談室（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 メンタルヘルス 工学系部局なんでも相談室（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 メンタルヘルス 工学系部局なんでも相談室（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 健康管理 メンタルヘルス 工学系部局なんでも相談室（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 防火・防災管理（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 防火・防災管理（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 防火・防災管理（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 防火・防災管理（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 防火・防災管理（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 自衛消防訓練（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 自衛消防訓練（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 自衛消防訓練（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 自衛消防訓練（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 防火・防災 自衛消防訓練（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 衛生管理者巡視点検簿（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 衛生管理者巡視点検簿（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 衛生管理者巡視点検簿（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 衛生管理者選任・解任（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 衛生管理者選任・解任（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 衛生管理者選任・解任（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 衛生管理者選任・解任（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 衛生管理者選任・解任（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 機械・設備設置（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄



工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 機械・設備設置（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 機械・設備設置（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 整理安全強化月間（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 備品・什器等転倒防止（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 備品・什器等転倒防止（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 備品・什器等転倒防止（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 安全主任者 安全主任者指名（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 安全主任者 安全主任者指名（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 安全主任者 安全主任者指名（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 安全主任者 安全主任者指名（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 安全主任者 安全主任者指名（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 安全教育 安全教育（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 安全教育 安全教育（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 安全教育 安全教育（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 主催企画 講演会・講習会（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 主催企画 講演会・講習会（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 主催企画 講演会・講習会（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 主催企画 講演会・講習会（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 主催企画 講演会・講習会（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事現場関係書類 工事現場監理書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事現場関係書類 工事現場監理書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事現場関係書類 工事現場監理書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事現場関係書類 工事現場監理書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事現場関係書類 工事現場監理書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 工事積算に関する書類 予定価格算出内訳明細書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成２５年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 保証書 防水保証書（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 保証書 防水保証書（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 工事 保証書 防水保証書（平成２５年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 概算要求 国立学校施設整備費概算要求書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成１２年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成１３年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成１４年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成１５年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成１６年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成１７年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成１８年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 設計図面 設計図面（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 一般営繕要求書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 一般営繕要求書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 一般営繕要求書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 一般営繕要求書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 一般営繕要求書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 宿舎関係文書 宿舎関係 宿舎関係綴（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課施設管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 宿舎関係文書 宿舎関係 宿舎関係綴（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課施設管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄



工学系事務部経理課 宿舎関係文書 宿舎関係 宿舎関係綴（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課施設管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 特殊設備関係 特殊設備関係 電話関係綴（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課営繕係 2008年度 2009/4/1 廃止後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 特殊設備関係 特殊設備関係 電話関係綴（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2009年度 2010/4/1 廃止後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 特殊設備関係 特殊設備関係 電話関係綴（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 廃止後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 特殊設備関係 特殊設備関係 電話関係綴（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 廃止後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 特殊設備関係 特殊設備関係 電話関係綴（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 廃止後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 特殊設備関係 特殊設備関係 電話関係綴（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 廃止後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 特殊設備関係 特殊設備関係 電話関係綴（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 廃止後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 特殊設備関係 特殊設備関係 電話関係綴（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 廃止後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 特殊設備関係 特殊設備関係 電話関係綴（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 廃止後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品移動関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償借受関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償借受関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償借受関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償借受関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償借受関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品使用貸借関係書類（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 倉庫 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品使用貸借関係書類（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品使用貸借関係書類（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品使用貸借関係書類（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 物品関係 物品関係 物品使用貸借関係書類（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課用度担当 廃棄
工学系事務部経理課 文教工事関係 工事施工者申請関係 工事用地使用許可願（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 文教工事関係 工事施工者申請関係 工事用地使用許可願（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 文教工事関係 工事施工者申請関係 工事用地使用許可願（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 文教工事関係 工事施工者申請関係 工事用地使用許可願（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 文教工事関係 工事施工者申請関係 工事用地使用許可願（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ばい煙測定結果報告書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ばい煙測定結果報告書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ばい煙測定結果報告書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ばい煙測定結果報告書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ばい煙測定結果報告書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ばい煙測定結果報告書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ばい煙測定結果報告書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 貯水槽清掃報告書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 貯水槽清掃報告書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 貯水槽清掃報告書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 貯水槽清掃報告書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 貯水槽清掃報告書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 貯水槽清掃報告書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他 貯水槽清掃報告書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄



工学系事務部経理課 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 環境衛生管理業務（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 環境衛生管理業務（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 環境衛生管理業務（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 環境衛生管理業務（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 環境衛生管理業務（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 環境衛生管理業務（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 環境衛生管理業務（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 変電設備定期点検（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 消防設備等点検業務（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 変電設備定期点検（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 消防設備等点検業務（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 変電設備定期点検（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 消防設備等点検業務（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 変電設備定期点検（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 消防設備等点検業務（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 変電設備定期点検（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 消防設備等点検業務（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 変電設備定期点検（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 変電設備定期点検（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 消防設備等点検業務（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 役務 役務に関する書類 消防設備等点検業務（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課営繕担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 概算要求関係 概算要求関係資料（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 概算要求関係 概算要求書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 概算要求関係 概算要求書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 概算要求関係 概算要求書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 照会及び回答文書（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 照会及び回答文書（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 照会及び回答文書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 照会及び回答文書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 照会及び回答文書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 照会及び回答文書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 照会及び回答文書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 照会及び回答文書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 照会及び回答文書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 非常勤研究員経費及び研究支援推進経費執行状況調（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部経理課長 経理課経理係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 非常勤研究員経費及び研究支援推進経費執行状況調（平成２１年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 非常勤研究員経費及び研究支援推進経費執行状況調（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 非常勤研究員経費及び研究支援推進経費執行状況調（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算関係 非常勤研究員経費及び研究支援推進経費執行状況調（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 部局内予算振替書・執行振替書（平成２２年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 部局内予算振替書・執行振替書（平成２３年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 部局内予算振替書・執行振替書（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 部局内予算振替書・執行振替書（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 部局内予算振替書・執行振替書（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 部局内予算振替書・執行振替書（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 部局内予算振替書・執行振替書（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 予算配分通知（平成２４年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 予算配分通知（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 予算配分通知（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 予算配分通知（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 予算 予算配当関係 予算配分通知（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課経理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 職員教育 研修会・講習会派遣（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 職員教育 研修会・講習会派遣（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 安全衛生管理 職員教育 研修会・講習会派遣（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 消防法危険物（平成２５年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 消防法危険物（平成２６年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 消防法危険物（平成２７年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 消防法危険物（平成２８年度） 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄
工学系事務部経理課 施設管理 安全衛生 消防法危険物許可証 工学系事務部経理課長 経理課安全衛生管理担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課
理工系放射性同位
元素総合研究室

理工系放射性同位
元素総合研究室 管理区域立ち入り者名簿（平成２４年） 工学系事務部経理課長 放射線取扱主任者補佐 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課
理工系放射性同位
元素総合研究室

理工系放射性同位
元素総合研究室 管理測定記録（平成２４年） 工学系事務部経理課長 放射線取扱主任者補佐 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課
理工系放射性同位
元素総合研究室

理工系放射性同位
元素総合研究室 放射線照射装置使用記録（平成２４年） 工学系事務部経理課長 操作員 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課
理工系放射性同位
元素総合研究室

理工系放射性同位
元素総合研究室 放射線照射装置使用計画書（平成２４年） 工学系事務部経理課長 利用者 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課
理工系放射性同位
元素総合研究室

理工系放射性同位
元素総合研究室

密封された放射性同位元素使用・保管・廃棄記録（平成２４
年） 工学系事務部経理課長 放射線取扱主任者補佐 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄



工学系事務部経理課
瞬間強力パルス状
放射線発生装置研

瞬間強力パルス状
放射線発生装置研 ＲＩ施設入退室記録（平成２４年度） 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 利用者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課
瞬間強力パルス状
放射線発生装置研

瞬間強力パルス状
放射線発生装置研 ＲＩ施設入退室記録（平成２５年度） 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 利用者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課
瞬間強力パルス状
放射線発生装置研

瞬間強力パルス状
放射線発生装置研 ＲＩ施設入退室記録（平成２６年度） 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 利用者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課
瞬間強力パルス状
放射線発生装置研

瞬間強力パルス状
放射線発生装置研 ＲＩ施設入退室記録（平成２７年度） 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 利用者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部経理課
瞬間強力パルス状
放射線発生装置研

瞬間強力パルス状
放射線発生装置研 ＲＩ施設入退室記録（平成２８年度） 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 利用者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部経理課長 工学系事務部経理課安全衛生管理担当 廃棄

工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部代議員会（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部代議員会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部代議員会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部代議員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部代議員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会議事録（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会議事録（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会議事録（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会議事録（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会議事録（平成16年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会議事録（平成17年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会議事録（平成18年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会議事録（平成19年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会議事録（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会資料（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会資料（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会資料（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会資料（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学部教務委員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入学者選抜制度検討委員会資料（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入学者選抜制度検討委員会資料（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入学者選抜制度検討委員会資料（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入学者選抜制度検討委員会資料（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部推薦入学試験実施部会議事録（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部推薦入学試験実施部会資料（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部ＡＯ入試実施委員会議事録（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部ＡＯ入試実施委員会議事録（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部ＡＯ入試実施委員会議事録（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部ＡＯ入試実施委員会資料（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部ＡＯ入試実施委員会資料（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部ＡＯ入試実施委員会資料（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 編入学委員会議事録（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 編入学委員会議事録（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 編入学委員会議事録（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 編入学委員会議事録（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 編入学委員会資料（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 編入学委員会資料（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 編入学委員会資料（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 編入学委員会資料（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会議事録（平成16年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会議事録（平成17年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会議事録（平成18年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会議事録（平成19年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会議事録（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会資料（平成16年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会資料（平成17年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会資料（平成18年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会資料（平成19年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会資料（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部入試委員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成19年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 情報学（Ⅰ，Ⅱ)企画委員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育キャリア企画室（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育キャリア企画室（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成16年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成17年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成18年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成19年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成20年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生便覧・シラバス編集委員会資料（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 「工学部のすべて」編集ＷＧ資料（平成16年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 パンフレット委員会資料（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 パンフレット委員会資料（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 パンフレット委員会資料（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 パンフレット委員会資料（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育システム検討ＷＧ議事録（平成16年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育システム検討ＷＧ議事録（平成17年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育システム検討ＷＧ資料（平成16年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育システム検討ＷＧ資料（平成17年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育理念検討専門会資料（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育理念検討専門会資料（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部成績システム管理専門委員会資料（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部成績システム管理専門委員会資料（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部成績システム管理専門委員会資料（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部成績システム管理専門委員会資料（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 １年次末学科分属専門委員会議事録（平成12年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 JABEE検討専門会資料（平成13年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 JABEE検討専門会資料（平成14年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 JABEE検討専門会資料（平成15年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 JABEE検討専門会資料（平成16年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 JABEE検討専門会資料（平成17年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学外会議 道内工科系大学・学部と高専との教務関係実務担当者・情報交換会関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学外会議 道内工科系大学・学部と高専との教務関係実務担当者・情報交換会関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学外会議 道内工科系大学・学部と高専との教務関係実務担当者・情報交換会関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 その他 大学教育支援プログラム 競争的プログラム関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 大学教育支援プログラム 競争的プログラム関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 大学教育支援プログラム 競争的プログラム関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 大学教育支援プログラム 競争的プログラム関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 大学教育支援プログラム 競争的プログラム関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 FD関係 FD関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 FD関係 FD関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 FD関係 FD関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 新渡戸カレッジ 新渡戸カレッジ関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 新渡戸カレッジ 新渡戸カレッジ関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 新渡戸カレッジ 新渡戸カレッジ関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 TF関係 ティーチング・フェロー関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 TF関係 ティーチング・フェロー関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 TF関係 ティーチング・フェロー関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 インターンシップ受入 道内四高専インターンシップ関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 インターンシップ受入 道内四高専インターンシップ関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 インターンシップ受入 道内四高専インターンシップ関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 各賞関係 各賞関係 各賞受賞者関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 各賞関係 各賞関係 各賞受賞者関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 各賞関係 各賞関係 各賞受賞者関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務一般 教務一般 教務関係一般（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務一般 教務一般 教務関係一般（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務一般 教務一般 教務関係一般（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務一般 修学指導 修学指導関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務一般 修学指導 修学指導関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務一般 修学指導 修学指導関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務一般 新入生関係 新入生関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務一般 新入生関係 新入生関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務一般 新入生関係 新入生関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 進級・分属 コース分属関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 進級・分属 コース分属関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 進級・分属 コース分属関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学籍 学籍簿（昭和28年度～） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 除籍 除籍・停学関係 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 転部・転学科・転コース関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 転部・転学科・転コース関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄



工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 転部・転学科・転コース関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生定員・現員調 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 退学関係(平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 申請者 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 退学関係(平成21年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 退学関係(平成22年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 退学関係(平成23年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 退学関係(平成24年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 退学関係(平成25年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 退学関係(平成２６年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 退学関係(平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 退学関係(平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 休学（復学を含む）関係(平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 休学（復学を含む）関係(平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 休学（復学を含む）関係(平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 休学（復学を含む）関係(平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 休学（復学を含む）関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 休学（復学を含む）関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 休学（復学を含む）関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 休学（復学を含む）関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 休学（復学を含む）関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 学位記データ（昭和28年度～） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業関係（平成２６年度）　　　 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業関係（平成２７年度）　　　 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業関係（平成２８年度）　　　 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成19年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成24年度）　　　 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成25年度）　　　 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成２６年度）　　　 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成２７年度）　　　 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 卒業 卒業判定関係（平成２８年度）　　　 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧（昭和28年度～） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 シラバス（平成12年度～） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業アンケート関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業アンケート関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 履修届（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学生 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 履修届（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学生 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 履修届（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学生 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 再履修願（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 再履修願（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 再履修願（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 履修関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 履修関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 履修関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 他学部履修関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学生 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 他学部履修関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学生 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 他学部履修関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学生 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 全学教育科目関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 全学教育科目関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 全学教育科目関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 既修得単位認定（全学）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学生 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 既修得単位認定（全学）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学生 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 既修得単位認定（全学）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学生 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 既修得単位認定（編入学）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学生 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 既修得単位認定（編入学）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学生 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 既修得単位認定（編入学）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学生 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績（昭和28年度～） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 成績訂正報告関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 成績訂正報告関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 成績訂正報告関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 成績訂正報告関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 成績訂正報告関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 インターンシップ 学生の出張，派遣，インターンシップ関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 インターンシップ 学生の出張，派遣，インターンシップ関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 インターンシップ 学生の出張，派遣，インターンシップ関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 インターンシップ 学生の出張，派遣，インターンシップ関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 インターンシップ 学生の出張，派遣，インターンシップ関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学生募集要項（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学生募集要項（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学生募集要項（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学生募集要項（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学生募集要項（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学生募集要項（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学入学試験実施関係書類（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学入学試験実施関係書類（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学入学試験実施関係書類（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学入学試験実施関係書類（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学入学試験実施関係書類（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学入学試験実施関係書類（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学試験関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学試験関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学試験関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学試験（特別・一般）出願書類（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学試験（特別・一般）出願書類（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 編入学試験 編入学試験（特別・一般）出願書類（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 学士入学 学士入学試験関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 学士入学 学士入学試験関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 学士入学 学士入学試験関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入学試験 センター試験 センター試験関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 センター試験 センター試験関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 センター試験 センター試験関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 その他入試 私費外国人留学生入試関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 その他入試 私費外国人留学生入試関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 その他入試 私費外国人留学生入試関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 その他入試 AO入試・帰国子女入試関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 その他入試 AO入試・帰国子女入試関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 その他入試 AO入試・帰国子女入試関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 一般入試 前期日程・後期日程試験関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 一般入試 前期日程・後期日程試験関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学試験 一般入試 前期日程・後期日程試験関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教職関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教職関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教職関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教職関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教職関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教員免許一括申請関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教員免許一括申請関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教員免許一括申請関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教員免許一括申請関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教職免許関係 教職免許関係 教員免許一括申請関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 科目等履修生関係（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 科目等履修生関係（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 科目等履修生関係（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 科目等履修生関係（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 科目等履修生関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 科目等履修生関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 科目等履修生関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 科目等履修生関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 科目等履修生関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 研究生関係（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 研究生関係（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 研究生関係（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 研究生関係（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 研究生関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 研究生関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 研究生関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 研究生関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 研究生関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 聴講生関係（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 聴講生関係（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 聴講生関係（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 聴講生関係（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 聴講生関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 聴講生関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 聴講生関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 聴講生関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 聴講生関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 その他 短期留学関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 短期留学関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 短期留学関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 短期留学関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 短期留学関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 既修得単位認定（留学）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 既修得単位認定（留学）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 既修得単位認定（留学）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生予備教育関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生予備教育関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生予備教育関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生出願書類（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生出願書類（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生出願書類（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 調査関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 調査関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 調査関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査（平成２４年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査（平成２５年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄



工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査（平成２６年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査（平成２７年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査（平成２８年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 英語特別コース専門部会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 英語特別コース専門部会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 英語特別コース専門部会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 英語特別コース専門部会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学院代議員会（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学院代議員会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学院代議員会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学院代議員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学院代議員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会議事要旨（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会議事録（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会議事録（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会議事録（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会議事録（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会資料（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会資料（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会資料（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科教務委員会資料（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事要旨（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事要旨（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事要旨（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事要旨（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事要旨（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事要旨（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事録（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事録（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事録（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事録（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事録（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会議事録（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会資料（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会資料（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会資料（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会資料（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会資料（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会（平成２6年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学務委員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会議事要旨（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会議事要旨（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会議事要旨（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会議事要旨（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会議事録（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会議事録（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会議事録（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会議事録（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会資料（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会資料（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会資料（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 研究科入学試験委員会資料（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議議事録（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議議事録（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議議事録（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議議事録（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議議事録（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議議事録（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議資料（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議資料（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議資料（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議資料（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議資料（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議資料（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室会議（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育企画室（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育・キャリア企画室（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 教育・キャリア企画室（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 創造工学科目検討専門委員会資料（平成1３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 創造工学科目検討専門委員会資料（平成1４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 行事 入学式・修了式 大学院入学式関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 行事 入学式・修了式 大学院入学式関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 行事 入学式・修了式 大学院入学式関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 行事 入学式・修了式 学位記授与式（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 行事 入学式・修了式 学位記授与式（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 行事 入学式・修了式 学位記授与式（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 修士 論文題目・審査員一覧 工学系事務部教務課長 大学院担当 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請書他添付書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請書他添付書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請書他添付書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 審査結果報告書等（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 審査委員等 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 審査結果報告書等（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 審査委員等 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 審査結果報告書等（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 審査委員等 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 博士学位授与関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 博士学位授与関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 博士学位授与関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（課程博士）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（課程博士）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（課程博士）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（課程博士）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（論文博士）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（論文博士）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（論文博士）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（論文博士）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（博士共通）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（博士共通）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（博士共通）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 学位申請関係（博士共通）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学位論文 博士 博士被授与者名簿 工学系事務部教務課長 大学院担当 1958年度 1959/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学位論文 博士 博士被授与者名簿（旧制） 工学系事務部教務課長 大学院担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 博士 博士後期課程・社会人ドクター関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 博士 博士後期課程・社会人ドクター関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 博士 博士後期課程・社会人ドクター関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 博士 博士後期課程・社会人ドクター関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 博士 博士後期課程・社会人ドクター関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生定員・現員調 工学系事務部教務課長 大学院担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生定員・現員調（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生定員・現員調（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生定員・現員調（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生定員・現員調（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生定員・現員調（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 除籍 除籍経緯資料 工学系事務部教務課長 大学院担当 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 除籍 上申書類・指令書（写） 工学系事務部教務課長 大学院担当 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 異動関係（休学、退学等）（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 異動関係（休学、退学等）（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 各種異動願(平成１９年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 各種異動願(平成２０年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 各種異動願(平成２１年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 異動関係（休学、退学等）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院休学関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院休学関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院休学関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院休学関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2007年度 2008/4/1 常用 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 常用 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 常用 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 常用 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 常用 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 常用 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院除籍関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 常用 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院退学関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院退学関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院退学関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 大学院退学関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（修士・博士）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 工学院・総合化学院 移行関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学籍 学籍簿（昭和２８年度～） 工学系事務部教務課長 大学院担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 工業教員養成所の学籍 学籍簿（昭和３６年度～昭和４１年度入学者） 工学系事務部教務課長 大学院担当 1961年度 1962/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 その他 学籍関連（留年・進級処理・カリキュラムプログラム、その他学籍関係）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 学籍関連（留年・進級処理・カリキュラムプログラム、その他学籍関係）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 研究指導委託（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 研究指導委託（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 研究指導委託（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 研究指導委託（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 研究指導委託（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 指導教員調（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 指導教員調（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 指導教員調（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 指導教員調（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 指導教員調（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 資源人材育成に関する単位互換協定書による学生派遣（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 資源人材育成に関する単位互換協定書による学生派遣（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 資源人材育成に関する単位互換協定書による学生派遣（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 資源人材育成に関する単位互換協定書による学生派遣（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学籍等 小樽商科大学「大学院連携によるＭＢＡ特別コース」（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2017年3月31日　延長期間：5年

工学系事務部教務課 学籍等 学籍等 小樽商科大学「大学院連携によるＭＢＡ特別コース」（平成２４年度) 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学籍等 小樽商科大学「大学院連携によるＭＢＡ特別コース」（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学籍等 小樽商科大学「大学院連携によるＭＢＡ特別コース」（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 小樽商科大学「大学院連携によるＭＢＡ特別コース」（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 小樽商科大学「大学院連携によるＭＢＡ特別コース」（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生の異動関連（留年・進級・転学・転専攻等）（２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学生の異動 学生の異動関連（留年・進級・転学・転専攻等）（２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修了者台帳（修士課程・博士後期課程） 工学系事務部教務課長 大学院担当 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成１９年度）　　　 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２０年度）　　　 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２１年度）　　　 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２２年度）　　　 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２３年度）　　　 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修士課程修了関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修士課程修了関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修士課程修了関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修士修了関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修士修了関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修士修了関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 修士修了関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 学位記記載事項確認（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 学位記記載事項確認（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 修了 学位記記載事項確認（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教員免許関係 教員免許関係 教職関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教員免許関係 教員免許関係 教職関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教員免許関係 教員免許関係 教職関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 教員免許関係 教員免許関係 教職関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学部担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績（昭和28年度～） 工学系事務部教務課長 大学院担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 シラバス 工学系事務部教務課長 大学院担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 シラバス（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 シラバス（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧 工学系事務部教務課長 大学院担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧・シラバス作成（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧・シラバス作成（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧・シラバス作成（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧・シラバス作成（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧・シラバス作成（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧・シラバス作成（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧・シラバス作成（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧・シラバス作成（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業・行事日程関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業・行事日程関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 授業・行事日程関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 理工系専門基礎科目・大学院共通授業科目関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 理工系専門基礎科目・大学院共通授業科目関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 理工系専門基礎科目・大学院共通授業科目関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 授業関係 理工系専門基礎科目・大学院共通授業科目関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄



工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教官 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教官 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教官 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教官 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教官 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教官 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成１8年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教官 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教官 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教官 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 授業担当教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 成績関係（成績報告書、成績訂正） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 成績関係（成績報告書、成績訂正）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 成績関係（成績報告書、成績訂正）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 成績関係 成績関係（成績報告書、成績訂正）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 履修届（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 修士履修届（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 修士履修届（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 修士履修届（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 修士履修届（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 博士履修届（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 博士履修届（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 博士履修届（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 授業・履修関係 履修関係 博士履修届（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 証明書関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 証明書関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 証明書関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 建築士試験の大学院における実務経験・単位修得証明書（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 建築士試験の大学院における実務経験・単位修得証明書（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 建築士試験の大学院における実務経験・単位修得証明書（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 建築士試験の大学院における実務経験・単位修得証明書（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 建築士試験の大学院における実務経験・単位修得証明書（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学許可、入学手続き（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成１8年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 科目履修生 入学出願書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成１8年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 特別選抜者の決定関係書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 専攻長 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 専攻長 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 出願者 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 専攻長 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 専攻長 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 専攻長 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 専攻主任 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 専攻長 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成１２年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成１３年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成１４年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成１５年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成１６年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 学生募集要項（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 学生募集要項（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 学生募集要項（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 入学試験関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 入学試験関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 入学試験関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 工学院入学試験関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 工学院入学試験関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 工学院入学試験関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 工学院入学試験関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 修士課程入学願書（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 修士課程入学願書（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 修士課程入学願書（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 修士課程入学願書（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 修士課程入学願書（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 修士課程入学願書（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 修士課程入学願書（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 博士後期課程願書（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 博士後期課程願書（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 博士後期課程願書（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 英語特別コース入学願書（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 英語特別コース入学願書（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 英語特別コース入学願書（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 英語特別コース入学願書（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 エネルギー先端工学研究センター研究生綴（平成１０年） 工学系事務部教務課長 大学院係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 エネルギー先端工学研究センター研究生綴（平成１１年） 工学系事務部教務課長 大学院係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 エネルギー先端工学研究センター研究生綴（平成１２年） 工学系事務部教務課長 大学院係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 エネルギー先端工学研究センター研究生綴（平成１３年） 工学系事務部教務課長 大学院係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 エネルギー先端工学研究センター研究生綴（平成１４年） 工学系事務部教務課長 大学院係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 エネルギー先端工学研究センター研究生綴（平成７年） 工学系事務部教務課長 大学院係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 エネルギー先端工学研究センター研究生綴（平成８年） 工学系事務部教務課長 大学院係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 願書等 エネルギー先端工学研究センター研究生綴（平成９年） 工学系事務部教務課長 大学院係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 北海学園大学大学院法学研究科との単位互換協定（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 北海学園大学大学院法学研究科との単位互換協定（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 北海学園大学大学院法学研究科との単位互換協定（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 北海学園大学大学院法学研究科との単位互換協定（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 北海学園大学大学院法学研究科との単位互換協定（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 北海学園大学大学院法学研究科との単位互換協定（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 非正規生（研究生、科目等履修生、聴講生、特別研究学生、特別聴講学生）（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 非正規生（研究生、科目等履修生、聴講生、特別研究学生、特別聴講学生）（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 入試 要項等 非正規生（研究生、科目等履修生、聴講生、特別研究学生、特別聴講学生）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 大学院研究生関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 大学院研究生関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 大学院研究生関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 大学院研究生関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 大学院研究生関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 大学院研究生関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 要項等 大学院研究生関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 入試 情報公開 大学院入試情報公開関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 情報公開 大学院入試情報公開関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 情報公開 大学院入試情報公開関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 情報公開 大学院入試情報公開関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 情報公開 大学院入試情報公開関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 情報公開 大学院入試情報公開関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 その他 インターネット出願 試行（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 その他 インターネット出願 試行（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 その他 インターネット出願 試行（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 その他 インターネット出願 試行（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試 その他 インターネット出願 試行（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 研究助成（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 博士後期課程学生学修支援（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 博士後期課程学生学修支援（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 博士後期課程学生学修支援（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 博士後期課程学生学修支援（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 博士後期課程学生学修支援（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 博士後期課程学生学修支援（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 助成 博士後期課程学生学修支援（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生支援 就職 博士交流セミナー（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学生支援 就職 博士交流セミナー（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学生支援 就職 博士交流セミナー（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学生支援 出張等 学生の出張・採用関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学生支援 出張等 旅行出張依頼関係・採用・雇用関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学生支援 出張等 旅行出張依頼関係・採用・雇用関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学生支援 出張等 旅行出張依頼関係・採用・雇用関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学生支援 出張等 旅行出張依頼関係・採用・雇用関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 がんプロ養成プラン関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 がんプロ養成プラン関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 がんプロ養成プラン関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 がんプロ養成プラン関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 スーパーグローバル大学創生支援関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部工学系事務部廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 スーパーグローバル大学創生支援関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部工学系事務部廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 スーパーグローバル大学創生支援関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部工学系事務部廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 ダブルディグリープログラム関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 持続的資源系人材育成プログラム関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 持続的資源系人材育成プログラム関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 プログラム関係 大学の世界展開力強化事業採択プログラム関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 教務関係通知等（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 教務関係通知等（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 教務関係通知等（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 教務関係通知等（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 教務関係通知等（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 eラーニング関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 eラーニング関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 eラーニング関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 規程改正（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 教務 その他 修了年次アンケート（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 修了年次アンケート（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄



工学系事務部教務課 教務 調査 学校基本調査等（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 大学院係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 学校基本調査等（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 学校基本調査(平成２１年度) 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 学校基本調査(平成２２年度) 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 各種調査関係（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 各種調査関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 各種調査関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 各種調査関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 調査・照会関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 調査・照会関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 調査・照会関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 調査 調査・照会関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 奨学金 採用関係書類（平成21年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 奨学金 申請書（平成21年度） 工学系事務部教務課長 申請者 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 文部省奨学金 採用関係書類（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 文部省奨学金 採用関係書類（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 文部省奨学金 採用関係書類（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 安全保障輸出管理関係 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 交流協定・学生交流覚書関係 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 その他 実習・研修等受入依頼関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 実習・研修等受入依頼関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 実習・研修等受入依頼関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 実習・研修等受入依頼関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2015/4/2 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 その他 実習・研修等受入依頼関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2015/4/3 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 雑件（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 雑件（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 雑件（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 教務 その他 雑件（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課大学院担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成18年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成19年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成20年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成21年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成22年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成23年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会メモ(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成18年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成19年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成20年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成21年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成22年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成23年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会議事録(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成18年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成19年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成20年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成21年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成22年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成23年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 学生委員会資料(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部広報誌編集発行部会（平成18年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 企画担当グループ 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部広報誌編集発行部会（平成19年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部総務課長 企画担当グループ 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 工学部広報誌編集発行部会（平成20年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会関係（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会関係（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会関係（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 広報誌編集発行部会関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 体験入学実施専門部会関係（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 体験入学実施専門部会関係（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 体験入学実施専門部会関係（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 体験入学実施専門部会関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 体験入学実施専門部会関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 体験入学実施専門部会関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 会議 学内会議 体験入学実施専門部会関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 体験入学実施専門部会関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入試広報室関係（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入試広報室関係（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入試広報室関係（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入試広報室関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入試広報室関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入試広報室関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入試広報室関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 入試広報室関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成12年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成13年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成14年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成15年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成16年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成17年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成18年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成19年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成20年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成21年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成22年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成23年度)　　 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成24年度)　　 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成25年度)　　 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成26年度)　　 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成27年度)　　 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令書(平成28年度)　　 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成12年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成13年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成14年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成15年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成16年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成17年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成18年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成19年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成20年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成21年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成22年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成23年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 指令通知書(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成18年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成19年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成20年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成21年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成22年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成23年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 事故報告書(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成12年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成13年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成14年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成15年度) 工学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成16年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成17年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成18年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生生活係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成19年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成20年度) 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成21年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成22年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成23年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 進達書(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 学生事故・投書箱関係（平成21年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 学生事故・投書箱関係（平成22年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 学生事故・投書箱関係（平成23年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 学生事故・投書箱関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 学生事故・投書箱関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 学生事故・投書箱関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 学生事故・投書箱関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学生の事故および不祥事 懲戒および解除 学生事故・投書箱関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 名簿 修了生名簿(昭和30年～平成28年) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 名簿 卒業生名簿(昭和28年～平成28年) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 学籍等 学籍 学部学生カード(昭和28年度～平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 学籍 大学院学生カード(昭和28年度～平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 学籍等 名簿 学生名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 名簿 学生名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 学籍等 名簿 学生名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　補導・異動関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　補導・異動関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　補導・異動関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　補導・異動関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　補導・異動関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　募集・推薦関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　募集・推薦関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　募集・推薦関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　募集・推薦関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 民間・財団・地方等奨学金　募集・推薦関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各種推薦書（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各種推薦書（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各種推薦書（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各種推薦書（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各種推薦書（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各賞受賞関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各賞受賞関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各賞受賞関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各賞受賞関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 その他の奨学金 各賞受賞関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え(平成24度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え(平成25度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え(平成26度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え(平成27度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え(平成28度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第一種）(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第一種）(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第一種）(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第一種）(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第一種）(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第二種）(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第二種）(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第二種）(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第二種）(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（第二種）(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　在学採用関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　在学採用関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　在学採用関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　在学採用関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　在学採用関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　奨学金関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　奨学金関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　奨学金関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　奨学金関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　奨学金関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　大学院予約採用（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　大学院予約採用（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄



工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　大学院予約採用（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　大学院予約採用（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　大学院予約採用（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　特に優れた業績による返還免除者推薦関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　特に優れた業績による返還免除者推薦関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　特に優れた業績による返還免除者推薦関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　特に優れた業績による返還免除者推薦関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　特に優れた業績による返還免除者推薦関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　返還誓約書関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　返還誓約書関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　返還誓約書関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　返還誓約書関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 奨学金関係 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金　返還誓約書関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料免除申請時書類添付（部局保管分）（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料免除申請時書類添付（部局保管分）（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料免除申請時書類添付（部局保管分）（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料免除申請時書類添付（部局保管分）（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料及び授業料免除 入学料免除申請時書類添付（部局保管分）（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 採用者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 採用者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 採用者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 採用者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 採用者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 申請者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 申請者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 申請者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 申請者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 申請者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 体験入学 オープンキャンパス関係(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 体験入学 オープンキャンパス関係(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 体験入学 オープンキャンパス関係(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 体験入学 オープンキャンパス関係(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 体験入学 オープンキャンパス関係(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 入試広報 工学部のすべて（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 入試広報 工学部のすべて（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 入試広報 工学部のすべて（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 入試広報 工学部のすべて（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 入試広報関係 入試広報 工学部のすべて（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 公開講座関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 公開講座関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 公開講座関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 公開講座関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 公開講座関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 受講者名簿(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 受講者名簿(平成25年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 受講者名簿(平成26年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 受講者名簿(平成27年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 生涯学習関係 公開講座 受講者名簿(平成28年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 各種調査関係（平成24年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 各種調査関係（平成25年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 各種調査関係（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 各種調査関係（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 各種調査関係（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査(平成24年度) 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 車両入構に関するもの 構内入構証・ＩＣカード申請書（平成26年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 車両入構に関するもの 構内入構証・ＩＣカード申請書（平成27年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄
工学系事務部教務課 その他 車両入構に関するもの 構内入構証・ＩＣカード申請書（平成28年度） 工学系事務部教務課長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部教務課学生支援担当 廃棄



工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 センター管理運営委員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 外部評価委員会（平成１７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 外部評価委員会（平成１８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 外部評価委員会（平成１９年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 外部評価委員会（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 外部評価委員会（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 外部評価委員会（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 外部評価委員会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 会議 外部評価委員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 実施報告 実施報告 実践科学技術英語（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 実施報告 実施報告 実践科学技術英語（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 実施報告 実施報告 実践科学技術英語（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 実施報告 実施報告 実践科学技術英語（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 実施報告 実施報告 Brush-Up 英語講座（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 実施報告 実施報告 Brush-Up 英語講座（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 実施報告 実施報告 Brush-Up 英語講座（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 実施報告 実施報告 Brush-Up 英語講座（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 実施報告 実施報告 Brush-Up 英語講座（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 概算要求 概算要求関係資料 工学系教育研究センター概算要求（平成１７年度～） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 概算要求 概算要求関係資料 工学系教育研究センター概算要求（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 予算 予算関係資料 工学系教育研究センター予算（平成２３年度～） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 インターンシップ インターンシップ インターンシップ（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 インターンシップ インターンシップ インターンシップ（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 インターンシップ インターンシップ インターンシップ（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 インターンシップ インターンシップ インターンシップ（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 インターンシップ インターンシップ インターンシップ（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 国内インターンシップ（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 国内インターンシップ（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 国内インターンシップ（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 国内インターンシップ（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 海外インターンシップ（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 海外インターンシップ（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 海外インターンシップ（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 海外インターンシップ（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 受入インターンシップ（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 受入インターンシップ（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 受入インターンシップ（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 受入インターンシップ（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 受入インターンシップ（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 特別講義・講義（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 特別講義・講義（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 特別講義・講義（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 特別講義・講義（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行依頼 特別講義・講義（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行命令 出張（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行命令 出張（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行命令 出張（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行命令 出張（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 旅行命令・依頼 旅行命令 出張（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ｅラーニングシステム開発費（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ｅラーニングシステム開発費（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ｅラーニングシステム開発費（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ｅラーニングシステム開発費（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ｅラーニングシステム開発費（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ＣＥＥＤ共通費（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ＣＥＥＤ共通費（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ＣＥＥＤ共通費（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ＣＥＥＤ共通費（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 購入依頼 購入依頼 ＣＥＥＤ共通費（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系教育研究センター事務担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 就職企画室会議（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 就職企画室会議（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 就職企画室会議（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 産業技術フォーラム関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 産業技術フォーラム関係（平成２7年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 各種調査関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 各種調査関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 各種調査関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 各種調査関係（平成２7年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄



工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 学校基本調査（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 就職 就職一般 就職支援セミナー関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 就職 就職一般 就職支援セミナー関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 就職 就職一般 就職関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 就職 就職一般 就職関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 就職 就職一般 ホームカミングデー関係（平成２7年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2015年度 2015/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 就職 就職一般 インターンシップ関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 就職 就職一般 インターンシップ関係（平成２7年度） 工学系事務部教務課長 就職企画事務室 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 就職企画事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 会議 部局内会議 国際交流室関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 会議 部局内会議 国際交流室関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 会議 部局内会議 国際交流室関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 会議 部局内会議 国際交流室関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 会議 部局内会議 国際交流室関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共理工系学部留学生受入検専委員会議事録（平成１２年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共理工系学部留学生受入検専委員会議事録（平成１３年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共理工系学部留学生受入検専委員会議事録（平成１４年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共理工系学部留学生受入検専委員会議事録（平成１５年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共理工系学部留学生受入検専委員会資料（平成１２年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共理工系学部留学生受入検専委員会資料（平成１３年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共理工系学部留学生受入検専委員会資料（平成１４年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共理工系学部留学生受入検専委員会資料（平成１５年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共同理工系学部留学生等専門部会議事要旨（平成１７年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共同理工系学部留学生等専門部会議事要旨（平成１８年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共同理工系学部留学生等専門部会議事要旨（平成１９年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 教務係担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共同理工系学部留学生等専門部会議事要旨（平成２０年度） 工学研究科・情報科学研究科・工学部教務課長 学部担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 会議 学内会議 日韓共同理工系学部留学生等専門部会（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生等専門部会（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生等専門部会（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生等専門部会（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生等専門部会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生等専門部会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生等専門部会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生等専門部会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 海外教育交流支援事業（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 海外教育交流支援事業（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 海外教育交流支援事業（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 海外教育交流支援事業（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 大学間協定校交流事業（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 大学間協定校交流事業（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 大学間協定校交流事業（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 大学間協定校交流事業（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 交流協定 部局間交流協定 国際交流関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 交流協定 部局間交流協定 国際交流関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 交流協定 部局間交流協定 国際交流関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 交流協定 部局間交流協定 国際交流関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 交流協定 部局間交流協定 国際交流関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 外国人研究者 部局内事業 外国人研究員関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 外国人研究者 部局内事業 外国人研究員関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 外国人研究者 部局内事業 外国人研究員関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 外国人研究者 部局内事業 外国人研究員関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 外国人研究者 部局内事業 外国人研究員関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 外国人研究者 外国人受託研修員 外国人受託研修員（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 外国人研究者 外国人受託研修員 外国人受託研修員（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 外国人研究者 外国人受託研修員 外国人受託研修員（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 外国人研究者 外国人受託研修員 外国人受託研修員（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学術振興会関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学生支援機構事業（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学生支援機構事業（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学生支援機構事業（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学生支援機構事業（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 日本学生支援機構事業（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 科学技術振興機構事業（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 科学技術振興機構事業（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 国際交流事業 科学技術振興機構事業（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 海外留学募集関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄



工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 海外留学募集関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 海外留学募集関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 海外留学募集関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 海外留学募集関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 留学生交流支援制度関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 留学生交流支援制度関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 留学生交流支援制度関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 留学生交流支援制度関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 留学生交流支援制度関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 交換留学関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 交換留学関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 交換留学関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 交換留学関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 交換留学関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 海外留学 官民協働海外留学支援制度（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 JICA関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 JICA関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 JICA関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 JICA関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 JICA関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生英語特別コース関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生英語特別コース関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生英語特別コース関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生英語特別コース関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生英語特別コース関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 学部担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 日韓共同理工系学部留学生関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 HUSTEP関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 HUSTEP関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 HUSTEP関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生　受入関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生　受入関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生　受入関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生　受入関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生　受入関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生入学時書類（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生入学時書類（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生入学時書類（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生入学時書類（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生入学時書類（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 事前確認シート（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 事前確認シート（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 事前確認シート（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 事前確認シート（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 事前確認シート（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生一時出国届（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生一時出国届（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生一時出国届（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生一時出国届（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生一時出国届（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生（私費・国費）　住所変更届け綴（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生（私費・国費）　住所変更届け綴（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生（私費・国費）　住所変更届け綴（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生（私費・国費）　住所変更届け綴（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 外国人留学生（私費・国費）　住所変更届け綴（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生　渡日旅費・帰国旅費（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生　渡日旅費・帰国旅費（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生　渡日旅費・帰国旅費（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生　渡日旅費・帰国旅費（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生　渡日旅費・帰国旅費（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生給与請求（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生給与請求（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生給与請求（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄



工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生給与請求（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生給与請求（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生奨学金（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生奨学金（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生奨学金（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生奨学金（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生奨学金（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費大学推薦（一般枠・拠点枠）（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費大学推薦（一般枠・拠点枠）（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費大学推薦（一般枠・拠点枠）（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費大学推薦（一般枠・拠点枠）（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費大学推薦（一般枠・拠点枠）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費大学推薦（一般枠・拠点枠）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費大学推薦（一般枠・拠点枠）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費大学推薦（一般枠・拠点枠）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費大学推薦（一般枠・拠点枠）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生国内採用関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生国内採用関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生国内採用関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生国内採用関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費留学生国内採用関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生延長申請（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生延長申請（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生延長申請（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生延長申請（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生延長申請（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生延長申請（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 国費外国人留学生延長申請（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 私費外国人留学生奨学金一括登録関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 私費外国人留学生奨学金一括登録関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 私費外国人留学生奨学金一括登録関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 私費外国人留学生奨学金一括登録関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 私費外国人留学生奨学金一括登録関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留期限管理ファイル（平成２０年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留期限管理ファイル（平成２１年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留期限管理ファイル（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留期限管理ファイル（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 大学院担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留期限管理ファイル（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留期限管理ファイル（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留期限管理ファイル（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留期限管理ファイル（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留期限管理ファイル（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留資格申請書関係（新規・変更・更新）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留資格申請書関係（新規・変更・更新）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留資格申請書関係（新規・変更・更新）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留資格申請書関係（新規・変更・更新）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 在留資格申請書関係（新規・変更・更新）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生サポーター（平成２６年度１０月・平成２７年４月渡日者対象） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生サポーター（平成２７年度１０月・平成２８年４月渡日者対象） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生サポーター（平成２８年度１０月・平成２９年４月渡日者対象） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生経費・チューター関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生経費・チューター関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生経費・チューター関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生経費・チューター関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生経費・チューター関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生宿舎・社員寮関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生宿舎・社員寮関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生宿舎・社員寮関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生宿舎・社員寮関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生宿舎・社員寮関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生調査関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生調査関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄



工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生調査関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生調査関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 留学生 留学生調査関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 国際交流状況調査（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 国際交流状況調査（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 国際交流状況調査（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 国際交流状況調査（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 調査統計 各種調査 国際交流状況調査（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 国費奨学金証明書関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 国費奨学金証明書関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 国費奨学金証明書関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 国費奨学金証明書関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 国費奨学金証明書関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 外国人研究者等証明書関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 外国人研究者等証明書関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 外国人研究者等証明書関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 外国人研究者等証明書関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 証明書関係 証明書発行 外国人研究者等証明書関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 教務 各種プログラム ダブルディグリープログラム関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 教務 各種プログラム ダブルディグリープログラム関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 教務 各種プログラム ダブルディグリープログラム関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 教務 各種プログラム ダブルディグリープログラム関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 教務 各種プログラム ダブルディグリープログラム関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム グローバル人材育成推進事業（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム グローバル人材育成推進事業（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム 世界展開力強化事業（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム 世界展開力強化事業（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム 世界展開力強化事業（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム 世界展開力強化事業（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム 世界展開力強化事業（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム スーパーグローバル大学創成支援事業（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム スーパーグローバル大学創成支援事業（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 各種プログラム スーパーグローバル大学創成支援事業（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 国際インターシップ研修生（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 国際インターシップ研修生（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 国際インターシップ研修生（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 国際インターシップ研修生（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 出迎えサービス（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 出迎えサービス（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 出迎えサービス（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 出迎えサービス（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 出迎えサービス（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 物品購入依頼（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 物品購入依頼（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 物品購入依頼（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 物品購入依頼（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 物品購入依頼（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 庶務関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 庶務関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 庶務関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 庶務関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 国際交流 その他 庶務関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 国際企画事務室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 工学系事務部国際企画事務室 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 教務委員会（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 教務委員会（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 教務委員会（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 教務委員会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 教務委員会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 教務委員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 教務委員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 入試委員会（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 入試委員会（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 入試委員会（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 入試委員会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 入試委員会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 入試委員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 入試委員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 学生委員会（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 学生委員会（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 学生委員会（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 学生委員会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 学生委員会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 学生委員会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 学生委員会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 その他（臨時設置WG等）（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 その他（臨時設置WG等）（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　会議 学内会議 その他（臨時設置WG等）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　行事 入学式・修了式 入学式・修了式（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　行事 入学式・修了式 入学式・修了式（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　行事 入学式・修了式 入学式・修了式（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 各種プログラム プログラム等（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 プログラム修了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 各種プログラム プログラム等（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 プログラム修了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 学校基本調査（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 学校基本調査（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 学校基本調査（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 学校基本調査（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 学校基本調査（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 学校基本調査（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 学校基本調査（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 調査・照会（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 調査・照会（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 調査・照会（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 調査・照会（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 調査・照会（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 修了生アンケート(平成２6年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 調査 修了生アンケート(平成２7年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧・シラバス作成（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧・シラバス作成（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧・シラバス作成（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧・シラバス作成（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧・シラバス作成（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 学生便覧（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 シラバス（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 シラバス（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 シラバス（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 シラバス（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 シラバス（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 シラバス（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 シラバス（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 授業・行事日程関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 授業・行事日程関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 授業・行事日程関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 授業・行事日程関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 授業・行事日程関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 履修届（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 履修届（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 履修届（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 履修届（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 履修届（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 計画書（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 計画書（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 計画書（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 計画書（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 計画書（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 成績関係（成績訂正・既修得単位認定）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 成績関係（成績訂正・既修得単位認定）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 成績関係（成績訂正・既修得単位認定）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 成績関係（成績訂正・既修得単位認定）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 履修 成績関係（成績訂正・既修得単位認定）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 その他 教務関係通知等（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 その他 教務関係通知等（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 その他 教務関係通知等（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 その他 教務関係通知等（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 その他 教務関係通知等（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教務 その他 雑件（学生向け通知等）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 学生カード（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 学生カード（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 学生カード（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 学生カード（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 学生カード（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 学生カード（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 学生カード（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 定員現員表（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 定員現員表（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 定員現員表（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 定員現員表（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 定員現員表（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 定員現員表（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 定員現員表（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 異動関係(長期履修を含む，除籍を除く）（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 異動関係(長期履修を含む，除籍を除く）（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 異動関係(長期履修を含む，除籍を除く）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 異動関係(長期履修を含む，除籍を除く）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 異動関係(長期履修を含む，除籍を除く）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 異動関係(長期履修を含む，除籍を除く）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 異動関係(長期履修を含む，除籍を除く）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 授業料不徴収協定・覚書等（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 授業料不徴収協定・覚書等（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 授業料不徴収協定・覚書等（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 授業料不徴収協定・覚書等（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 授業料不徴収協定・覚書等（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 授業料不徴収協定・覚書等（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 授業料不徴収協定・覚書等（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 研究指導委託（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 研究指導委託（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 研究指導委託（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 研究指導委託（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 学籍 研究指導委託（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位記関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位記関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位記関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位記関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位記関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位記関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位授与者名簿・論文審査委員一覧（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位授与者名簿・論文審査委員一覧（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位授与者名簿・論文審査委員一覧（平成２5年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位授与者名簿・論文審査委員一覧（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位授与者名簿・論文審査委員一覧（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 学位授与者名簿・論文審査委員一覧（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修士課程修了関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修士課程修了関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修士課程修了関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修士課程修了関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修士課程修了関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修了判定資料（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修了判定資料（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修了判定資料（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修了判定資料（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修了判定資料（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 修了判定資料（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 博士学位授与関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 博士学位授与関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 博士学位授与関係（平成２5年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 博士学位授与関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 博士学位授与関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学籍等 修了 博士学位授与関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 修士課程入学願書（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 修士課程入学願書（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 修士課程入学願書（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 修士課程入学願書（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 修士課程入学願書（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 修士課程入学願書（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 修士課程入学願書（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 願書等 博士後期課程入学願書（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断



工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 学生募集要項（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 学生募集要項（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 学生募集要項（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 学生募集要項（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 学生募集要項（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 学生募集要項（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 学生募集要項（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 入試関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 入試関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 入試関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 入試関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 入試関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 入試関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 入試関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 非正規生（科目等履修生・聴講生・特別研究学生）（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 非正規生（科目等履修生・聴講生・特別研究学生）（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 非正規生（科目等履修生・聴講生・特別研究学生）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 非正規生（科目等履修生・聴講生・特別研究学生）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 非正規生（科目等履修生・聴講生・特別研究学生）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 非正規生（科目等履修生・聴講生・特別研究学生）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　入試 要項等 非正規生（科目等履修生・聴講生・特別研究学生）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 課程認定 教職（課程認定申請関係）（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 課程認定 教職（課程認定申請関係）（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 課程認定 教職（課程認定申請関係）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 課程認定 教職（課程認定申請関係）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 課程認定 教職（課程認定申請関係）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 課程認定 教職（課程認定申請関係）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 課程認定 教職（課程認定申請関係）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 その他 教職（一括申請，教職科目開講等）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 その他 教職（一括申請，教職科目開講等）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 その他 教職（一括申請，教職科目開講等）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 その他 教職（一括申請，教職科目開講等）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　教職 その他 教職（一括申請，教職科目開講等）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 保険 学研災・学研賠関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 保険 学研災・学研賠関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 保険 学研災・学研賠関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 保険 学研災・学研賠関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 保険 学研災・学研賠関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 保険 学研災・学研賠関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 保険 学研災・学研賠関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（通知・異動・補導関係）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（通知・異動・補導関係）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（通知・異動・補導関係）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（通知・異動・補導関係）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（通知・異動・補導関係）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（在学採用関係）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（在学採用関係）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（在学採用関係）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（在学採用関係）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（在学採用関係）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（予約採用関係）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（予約採用関係）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（予約採用関係）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（予約採用関係）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（予約採用関係）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（特に優れた業績による返還免除関係）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（特に優れた業績による返還免除関係）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（特に優れた業績による返還免除関係）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（特に優れた業績による返還免除関係）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（特に優れた業績による返還免除関係）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（返還誓約書関係）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（返還誓約書関係）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（返還誓約書関係）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（返還誓約書関係）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 日本学生支援機構奨学金（返還誓約書関係）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 各種奨学金関係（財団法人・地方等奨学金）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 各種奨学金関係（財団法人・地方等奨学金）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 各種奨学金関係（財団法人・地方等奨学金）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 各種奨学金関係（財団法人・地方等奨学金）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 奨学金 各種奨学金関係（財団法人・地方等奨学金）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 入授免 入学料免除・授業料免除関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 入授免 入学料免除・授業料免除関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄



工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 入授免 入学料免除・授業料免除関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 入授免 入学料免除・授業料免除関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 入授免 入学料免除・授業料免除関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 出張等 学生の出張・採用関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 出張等 学生の出張・採用関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 出張等 学生の出張・採用関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 出張等 学生の出張・採用関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 出張等 学生の出張・採用関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 就職 就職関係　(インターンシップを含む）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 就職 就職関係　(インターンシップを含む）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 就職 就職関係　(インターンシップを含む）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 就職 就職関係　(インターンシップを含む）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 就職 就職関係　(インターンシップを含む）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　証明書 証明書 証明書関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　証明書 証明書 証明書関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　証明書 証明書 証明書関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　学生支援 助成 研究助成・海外派遣助成関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 副総括文書管理者が判断
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 国費外国人留学生関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 国費外国人留学生関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 国費外国人留学生関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 国費外国人留学生関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 国費外国人留学生関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 国費外国人留学生関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 国費外国人留学生関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 私費外国人留学生関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 私費外国人留学生関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 私費外国人留学生関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 私費外国人留学生関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 私費外国人留学生関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 中国政府国家建設大学公派研究生項目（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 海外留学 海外留学関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 海外留学 海外留学関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 海外留学 海外留学関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 海外留学 海外留学関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 海外留学 海外留学関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 留学生雑件（通知・調査等）（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 留学生雑件（通知・調査等）（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 留学生雑件（通知・調査等）（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 留学生雑件（通知・調査等）（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 留学生 留学生雑件（通知・調査等）（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 その他 安全保障輸出管理関係（平成２２年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 その他 安全保障輸出管理関係（平成２３年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 その他 安全保障輸出管理関係（平成２４年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 その他 安全保障輸出管理関係（平成２５年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 その他 安全保障輸出管理関係（平成２６年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 その他 安全保障輸出管理関係（平成２７年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
工学系事務部教務課 総合化学院　国際交流 その他 安全保障輸出管理関係（平成２８年度） 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部教務課長 総合化学院事務室担当 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 ＲＩ施設入出管理簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 ＲＩ施設入出管理簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 ＲＩ施設入出管理簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 ＲＩ施設入出管理簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 ＲＩ施設入出管理簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 運搬記録簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 運搬記録簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 運搬記録簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 運搬記録簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 運搬記録簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 汚染検査記録簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 汚染検査記録簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 汚染検査記録簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄



農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 汚染検査記録簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 汚染検査記録簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 管理測定記録簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 管理測定記録簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 管理測定記録簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 管理測定記録簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 管理測定記録簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 作業環境測定記録簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 作業環境測定記録簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 作業環境測定記録簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 排気記録簿及び排水記録簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 排気記録簿及び排水記録簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 排気記録簿及び排水記録簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 排気記録簿及び排水記録簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 排気記録簿及び排水記録簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 表示付認証機器保管・使用・廃棄記録簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 表示付認証機器保管・使用・廃棄記録簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 表示付認証機器保管・使用・廃棄記録簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 表示付認証機器保管・使用・廃棄記録簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 表示付認証機器保管・使用・廃棄記録簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素使用計画書綴簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素使用計画書綴簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素使用計画書綴簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素使用計画書綴簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素使用計画書綴簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等使用記録簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等使用記録簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等使用記録簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等使用記録簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等使用記録簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等保管・廃棄記録簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等保管・廃棄記録簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等保管・廃棄記録簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等保管・廃棄記録簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素等保管・廃棄記録簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素入手記録簿（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素入手記録簿（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素入手記録簿（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素入手記録簿（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2015年 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 RI実験施設 放射性同位元素入手記録簿（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 取扱主任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 応用生命科学部門 応用生命科学科 イネ系統保存管理簿（平成２８年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2016年 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 応用生命科学科 卒業論文（平成２４年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 応用生命科学科 卒業論文（平成２５年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 応用生命科学科 卒業論文（平成２６年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 応用生命科学科 卒業論文（平成２７年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 応用生命科学科 卒業論文（平成２８年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 森林科学科 卒業論文（平成２４年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 森林科学科 卒業論文（平成２５年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 森林科学科 卒業論文（平成２６年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 森林科学科 卒業論文（平成２７年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 森林科学科 卒業論文（平成２８年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物環境工学科 卒業論文（平成２４年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物環境工学科 卒業論文（平成２５年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物環境工学科 卒業論文（平成２６年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物環境工学科 卒業論文（平成２７年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物環境工学科 卒業論文（平成２８年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物機能化学科 卒業論文（平成２４年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物機能化学科 卒業論文（平成２５年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物機能化学科 卒業論文（平成２６年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物機能化学科 卒業論文（平成２７年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物機能化学科 卒業論文（平成２８年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物資源科学科 卒業論文（平成２４年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物資源科学科 卒業論文（平成２５年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物資源科学科 卒業論文（平成２６年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物資源科学科 卒業論文（平成２７年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 生物資源科学科 卒業論文（平成２８年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学科会議等の関連文書 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学科会議等の関連文書 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学科会議等の関連文書 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学科会議等の関連文書 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学科会議等の関連文書 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学生レポート 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄



農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学年末・中間試験問題 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学年末・中間試験問題 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学年末・中間試験問題 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学年末・中間試験問題 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 学年末・中間試験問題 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 実験機器利用記録 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 卒業論文（平成２４年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 卒業論文（平成２５年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 卒業論文（平成２６年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 卒業論文（平成２７年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 卒業論文（平成２８年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 畜産科学科 定期試験答案 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 農業経済学科 卒業論文（平成２４年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 農業経済学科 卒業論文（平成２５年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 農業経済学科 卒業論文（平成２６年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 農業経済学科 卒業論文（平成２７年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 基盤研究部門 農業経済学科 卒業論文（平成２８年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 学生 2016年 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 農経図書室 農学院長･農学研究院長・農学部長 指導教員 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成１９年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2007年 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成２０年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2008年 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成２１年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2009年 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成２２年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2010年 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成２３年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2011年 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成２４年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2012年 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成２５年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2013年 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成２６年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2014年 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成２７年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2015年 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 核燃料物質管理記録（平成２８年） 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 2016年 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 実験室 農学院長･農学研究院長・農学部長 計量管理責任者 廃棄
農学院･農学研究院・農学部 実験施設等 実験室 毒劇物受払簿（平成２８年度） 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 2016年 2017/4/1 1年 2018/3/31 電子（北海道大学化学物質管理システム） 共有サーバー内 農学院長･農学研究院長・農学部長 教員 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出書 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出書 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー設置届 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー設置届 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー定期整備結果報告書・安全弁等の吹出し試験結果報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー定期整備結果報告書・安全弁等の吹出し試験結果報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー定期整備結果報告書・安全弁等の吹出し試験結果報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー定期整備結果報告書・安全弁等の吹出し試験結果報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 会議 環境資源バイオサイエンス研究棟維持管理定例会議資料 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 PFI維持管理終了から3年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 会議 環境資源バイオサイエンス研究棟維持管理定例会議資料 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 PFI維持管理終了から3年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 会議 環境資源バイオサイエンス研究棟維持管理定例会議資料 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 PFI維持管理終了から3年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 会議 環境資源バイオサイエンス研究棟維持管理定例会議資料 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 PFI維持管理終了から3年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 局所排気装置の定期自主検査点検表（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 局所排気装置の定期自主検査点検表（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 局所排気装置の定期自主検査点検表（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 純水装置に関する書類 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 純水装置に関する書類 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 純粋装置に関する書類 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 純粋装置に関する書類 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 消防用提出書類 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 消防用提出書類 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 消防用提出書類 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 消防用提出書類 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 専用水道維持管理報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 専用水道維持管理報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 専用水道維持管理報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 専用水道維持管理報告書（平成２８年度） 農学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 総合研究棟・空気環境測定・水質検査結果表（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 総合研究棟・空気環境測定・水質検査結果表（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 総合研究棟・空気環境測定・水質検査結果表（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 総合研究棟・空気環境測定・水質検査結果表（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 地下タンク貯蔵所点検報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 地下タンク貯蔵所点検報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 地下タンク貯蔵所点検報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 地下タンク貯蔵所点検報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 農・理地区パワーセンター自家用発電機定期点検報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 農・理地区パワーセンター自家用発電機定期点検報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 農・理地区パワーセンター自家用発電機定期点検報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 農・理地区パワーセンター自家用発電機定期点検報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 無線局免許申請等書類 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 有効期間後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 無線局免許申請等書類 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 有効期間後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 無線局免許申請等書類 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 有効期間後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 無線局免許申請等書類 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 有効期間後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 揚水施設使用届・地下水採取量報告書 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄



農学・食資源学事務部 営繕 役務 揚水施設使用届・地下水採取量報告書 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 冷凍・空調機器保守点検作業報告書（ＧＣ－ＭＳ測定室）（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 冷凍・空調機器保守点検作業報告書（ＧＣ－ＭＳ測定室）（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 冷凍・空調機器保守点検作業報告書（ＧＣ－ＭＳ測定室）（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 冷凍・空調機器保守点検作業報告書（ＧＣ－ＭＳ測定室）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 タクシーチケット関係 タクシーチケット受払簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 ハイネス関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラーの定期自主検査記録書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー運転日誌（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー及び圧力容器に関する性能検査結果報告書（検査証含む）（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー及び圧力容器に関する性能検査結果報告書（検査証含む）（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー及び圧力容器に関する性能検査結果報告書（検査証含む）（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 201５年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー及び圧力容器に関する性能検査結果報告書（検査証含む）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 ボイラー性能検査結果報告書・検査書（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 予算 概算要求関係（平成２６年度）（施設担当） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 予算 概算要求関係（平成２７年度）（施設担当） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 予算 概算要求関係（平成２８年度）（施設担当） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 学内外の通知・照会等文書（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 学内外の通知・照会等文書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 学内外の通知・照会等文書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 学内外の通知・照会等文書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 会議 共同利用機器・設備管理運営委員会（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 共同利用機器・設備管理運営委員会（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 共同利用機器・設備管理運営委員会（平成２７年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 共同利用機器・設備管理運営委員会（平成２８年度） 農学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 固定資産 固定資産の使用許可関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 固定資産 固定資産の使用許可関係（平成２７年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 固定資産 固定資産の使用許可関係（平成２８年度） 農学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 国有財産 固定資産一時使用関係（平成２８年度） 農学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 固定資産 固定資産増減異動関係（平成２４年度）　　 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 構内入構証（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 構内入構証（平成２７年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 構内入構証（平成２８年度） 農学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 債務計上票（平成２２年度） 農学事務部事務長 施設担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 債務計上票（平成２３年度） 農学事務部事務長 施設担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 債務計上票（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 債務計上票（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 債務計上票（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 債務計上票（平成２７年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 債務計上票（平成２８年度） 農学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 残留塩素濃度検査記録（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 残留塩素濃度検査記録（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 残留塩素濃度検査記録（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 残留塩素濃度検査記録（平成２７年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 残留塩素濃度検査記録（平成２８年度） 農学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 会議 施設計画委員会（平成２０年度） 農学事務部事務長 施設担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 施設計画委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 施設担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 施設計画委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 施設担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 宿舎関係 宿舎関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 宿舎関係 宿舎関係（平成２７年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 宿舎関係 宿舎関係（平成２８年度） 農学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 昇降機の定期検査報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 昇降機の定期検査報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 昇降機の定期検査報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 昇降機の定期検査報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 昇降機の定期検査報告書・概要書 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 昇降機設備保全業務（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 昇降機設備保全業務（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 昇降機設備保全業務（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 昇降機設備保全業務（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 昇降機設備保全業務（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 消防設備等点検業務（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 消防設備等点検業務（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 消防設備等点検業務（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 消防設備等点検業務（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 消防設備等点検業務（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 水質検査報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 水質検査報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 水質検査報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 水質検査報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄



農学・食資源学事務部 営繕 役務 水質試験成績書（上水）（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 契約関係 随意契約（平成２２年度） 農学事務部事務長 施設担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 契約関係 随意契約（平成２３年度） 農学事務部事務長 施設担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 貯水槽清掃報告書（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 貯水槽清掃報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 貯水槽清掃報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 貯水槽清掃報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 貯水槽清掃報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 電話移動等伺申請書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 会議 動物実験専門委員会（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 動物実験専門委員会（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 動物実験専門委員会（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 動物実験専門委員会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 その他 特定建築物維持管理報告（平成２２年度） 農学事務部事務長 施設担当 2010年度 2011/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 特定建築物維持管理報告（平成２３年度） 農学事務部事務長 施設担当 2011年度 2012/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 特定建築物維持管理報告（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 特定建築物維持管理報告書 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 特定建築物維持管理報告書 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 特定建築物維持管理報告書 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 特定建築物維持管理報告書 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 契約関係 農・理地区パワーセンターボイラ運転管理業務（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 契約関係 農・理地区パワーセンターボイラ運転管理業務（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 契約関係 農・理地区パワーセンターボイラ運転管理業務（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 契約関係 農・理地区パワーセンターボイラ運転管理業務（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 会議 培養施設・温室専門委員会（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 培養施設・温室専門委員会（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 培養施設・温室専門委員会（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 培養施設・温室専門委員会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 役務 煤煙測定結果報告書（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 煤煙測定結果報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 煤煙測定結果報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 煤煙測定結果報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 煤煙測定結果報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成１８年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成１９年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２０年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２１年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２２年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２３年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２４年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２５年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２６年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２６年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２７年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２７年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２８年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 その他 平成２８年度作業環境測定結果報告書（有機溶剤・特定化学物質） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 変電設備定期点検（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 変電設備定期点検（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 変電設備定期点検（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 変電設備定期点検（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 役務 変電設備定期点検（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 会議 防火管理委員会（平成２０年度） 農学事務部事務長 施設担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 防火管理委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 施設担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 防火管理委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 施設担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 防火管理委員会（平成２３年度） 農学事務部事務長 施設担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 防火管理委員会（平成２４年度） 農学事務部事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 防火管理委員会及び消防訓練資料 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 防火管理委員会及び消防訓練資料 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 防火管理委員会及び消防訓練資料 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 会議 防火管理委員会及び消防訓練資料 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 営繕 予算 予算関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 予算 予算関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 予算 予算関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 予算執行振替（光熱水料・電話料）（平成２５年度） 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 予算執行振替（光熱水料・電話料）（平成２６年度） 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 予算執行振替（光熱水料・電話料）（平成２７年度） 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 支払関係 予算執行振替（光熱水料・電話料）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 固定資産 落成調書（平成２５年度）　　 農学事務部事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 固定資産 落成調書（平成２６年度）　　 農学事務部事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 固定資産 落成調書（平成２７年度）　　 農学事務部事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄
農学・食資源学事務部 営繕 固定資産 落成調書（平成２８年度）　　 農学・食資源学事務部事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部施設担当 廃棄



農学・食資源学事務部 会計 調査・報告 一般・産業廃棄物（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 調査・報告 一般・産業廃棄物（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 調査・報告 一般・産業廃棄物（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２２年度） 農学事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２３年度） 農学事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費債務計上票（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 その他 会議費伺（平成２４年度） 農学事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 その他 会議費伺（平成２５年度） 農学事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 その他 会議費伺（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 その他 会議費伺（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 その他 会議費伺（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 回答原議書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 回答原議書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 回答原議書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 回答原議書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 回答原議書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成１９年度） 農学事務部事務長 経理担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成２０年度） 農学事務部事務長 経理担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成２１年度） 農学事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成２２年度） 農学事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成２３年度） 農学事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求原議書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 概算要求書（平成１９年度） 農学事務部事務長 経理担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 寄付受入業務（平成２４年度） 農学事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 寄付受入業務（平成２５年度） 農学事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 寄付受入業務（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 寄付受入業務（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 寄付受入業務（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１０年度） 農学事務部事務長 会計係 1998年度 1999/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１１年度） 農学事務部事務長 会計係 1999年度 2000/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１２年度） 農学事務部事務長 会計係 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１３年度） 農学事務部事務長 会計係 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１４年度） 農学事務部事務長 会計係 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１５年度） 農学事務部事務長 会計係 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１６年度） 農学事務部事務長 会計係 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１７年度） 農学事務部事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１８年度） 農学事務部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成１９年度） 農学事務部事務長 会計係 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成２０年度） 農学事務部事務長 会計係 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成２１年度） 農学事務部事務長 会計係 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成２２年度） 農学事務部事務長 会計係 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成２３年度） 農学事務部事務長 会計係 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成２４年度） 農学事務部事務長 会計係 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成２５年度） 農学事務部事務長 会計係 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成２６年度） 農学事務部事務長 会計係 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成２７年度） 農学事務部事務長 会計係 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 給与口座振込書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 会計係 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 経費要求書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 経費要求書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄



農学・食資源学事務部 会計 予算 経費要求書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 経費要求書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 経費流用書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 経費流用書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 経費流用書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 経費流用書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 経費流用書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 決算見込額調（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 債権関係 債権金額部局別集計表（授業料）（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 債権関係 債権金額部局別集計表（授業料）（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 債権関係 債権金額部局別集計表（授業料）（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 債権関係 債権金額部局別集計表（授業料）（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 債権関係 債権金額部局別集計表（授業料）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 債権発生・異動・消滅通知書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 債権発生・異動・消滅通知書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 債権発生・異動・消滅通知書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 債権発生・異動・消滅通知書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 債権発生・異動・消滅通知書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 支払関係 債務計上票（平成２２年度） 農学事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 支払関係 債務計上票（平成２３年度） 農学事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 支払関係 債務計上票（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 支払関係 債務計上票（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 支払関係 債務計上票（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 支払関係 債務計上票（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 支払関係 債務計上票（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 歳出予算示達通知（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 歳出予算示達通知（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 歳出予算示達通知（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 歳入決算見込額調（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 歳入決算見込額調（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 歳入決算見込額調（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 アルコール認定関係 試験研究アルコール（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 自動車運行関係 自動車運転記録（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 契約関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 契約関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 契約関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 契約関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 契約関係 受託研究実績報告書（収支）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 計算証明関係 収入金現金出納計算書（平成１９年度） 農学事務部事務長 経理担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 計算証明関係 収入金現金出納計算書（平成２０年度） 農学事務部事務長 経理担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 収入見込額調（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 収入見込額調（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 収入見込額調（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 収入関係 収入見込額調（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 住宅取得等特別控除申告書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 住宅取得等特別控除申告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 住宅取得等特別控除申告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 住宅取得等特別控除申告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 住宅取得等特別控除申告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金関係 奨学寄付金債務計上票（平成２２年度） 農学事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金関係 奨学寄付金債務計上票（平成２３年度） 農学事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金関係 奨学寄付金債務計上票（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金関係 奨学寄付金債務計上票（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金関係 奨学寄付金債務計上票（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金関係 奨学寄付金債務計上票（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金関係 奨学寄付金債務計上票（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入申請書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入申請書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入申請書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入申請書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入申請書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 照会及び回答文書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 照会及び回答文書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 照会及び回答文書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 照会及び回答文書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 照会及び回答文書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 所得税関係 扶養控除申告書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 所得税関係 扶養控除申告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 所得税関係 扶養控除申告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 所得税関係 扶養控除申告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 所得税関係 扶養控除申告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品管理業務（移動）（回答）（平成２４年度） 農学事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄



農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品管理業務（移動）（回答）（平成２５年度） 農学事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品管理業務（移動）（回答）（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品管理業務（移動）（回答）（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品管理業務（移動）（回答）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品管理簿（昭和３２年度～） 農学事務部事務長 会計係 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品供用簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品供用簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品供用簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品供用簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品供用簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品交換承認（平成２４年度） 農学事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品交換承認（平成２５年度） 農学事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品交換承認（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品交換承認（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品交換承認（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品使用簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品使用簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品使用簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品使用簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品使用簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品出納簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品出納簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品出納簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品出納簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品出納簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品除売却業務（平成２４年度） 農学事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品除売却業務（平成２５年度） 農学事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品除売却業務（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品除売却業務（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 物品除売却業務（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 無償譲渡契約（平成２４年度） 農学事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 無償譲渡契約（平成２５年度） 農学事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 無償譲渡契約（平成２６年度） 農学事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 無償譲渡契約（平成２７年度） 農学事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 物品関係 無償譲渡契約（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部用度担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 予算差引簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 予算差引簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 予算差引簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 予算差引簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC) 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 予算差引簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC) 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 予算配分通知（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 予算 予算配分通知（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１０年度） 農学事務部事務長 会計係 1998年度 1999/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１１年度） 農学事務部事務長 会計係 1999年度 2000/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１２年度） 農学事務部事務長 会計係 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１３年度） 農学事務部事務長 会計係 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１４年度） 農学事務部事務長 会計係 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１５年度） 農学事務部事務長 会計係 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１６年度） 農学事務部事務長 会計係 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１７年度） 農学事務部事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１８年度） 農学事務部事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１９年度） 農学事務部事務長 経理担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２０年度） 農学事務部事務長 経理担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２１年度） 農学事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２２年度） 農学事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２３年度） 農学事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２４年度） 農学事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２５年度） 農学事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２６年度） 農学事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２７年度） 農学事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 会計 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部経理担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 就職 インターンシップ（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 就職 インターンシップ（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 就職 インターンシップ（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 オープンキャンパス関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 オープンキャンパス関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 オープンキャンパス関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 オープンキャンパス関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 オープンキャンパス関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 オープンキャンパス関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学入試センター試験 センター試験関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学入試センター試験 センター試験関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄



農学・食資源学事務部 教務 大学入試センター試験 センター試験関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学入試センター試験 センター試験関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学入試センター試験 センター試験関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２２年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２３年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 安全保障輸出管理（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 証明書 英文証明書（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 証明書 英文証明書（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 証明書 英文証明書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 各種資格認定・講習 家畜人工授精（昭和５９年度～） 農学事務部事務長 教務企画担当 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 成績 科目等履修生成績原簿（平成８年度～） 農学事務部事務長 教務係 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 改姓・改名届（平成７年度～） 農学事務部事務長 学生支援担当 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 各種資格認定・講習 各種資格認定関係（昭和５９年度～） 農学事務部事務長 教務企画担当 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 証明書 各種証明書（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 証明書 各種証明書（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 証明書 各種証明書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 証明書 各種証明書申請書（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 証明書 各種証明書申請書（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 証明書 各種証明書申請書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 学位授与台帳（平成４年度～） 農学事務部事務長 教務係 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学位 学位論文審査協力関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 学位論文審査協力関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 学位論文審査協力関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 学位論文審査協力関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 学位論文審査協力関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学科分属関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学科分属関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学科分属関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学科分属関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学科分属関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成１８年度） 農学事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学士入学・転部・転科・再入学関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生カード 学生カード（平成７年度～） 農学事務部事務長 教務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 学生委員会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 学生異動（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成１８年度） 農学事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生の事故・懲戒 学生関係事故報告（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成１９年） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成２０年） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成２１年） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成２２年） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成２３年） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成２４年） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成２５年） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成２６年） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成２７年） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 学生教育研究傷害保険（平成２８年） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 学生団体（農学祭・収穫祭）（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 学生団体（農学祭・収穫祭）（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 学生団体（農学祭・収穫祭）（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 学生団体（農学祭・収穫祭）（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 学生団体（農学祭・収穫祭）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 学生募集要項（３年次編入学選抜）（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
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農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程一般選抜）（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程一般選抜）（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程一般選抜）（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程一般選抜）（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程一般選抜）（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程一般選抜）（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程一般選抜）（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程一般選抜）（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程一般選抜）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成１８年度） 農学事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院案内 学生募集要項（博士課程社会人特別選抜）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生名簿 学生名簿（平成１８年度～） 農学事務部事務長 学生支援担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学籍届 学籍届（明治４１年度～） 農学事務部事務長 教務係 1908年度 1909/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 行事 学部行事関係　大学院入学式・学部ガイダンス（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 行事 学部行事関係　大学院入学式・学部ガイダンス（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 行事 学部行事関係　大学院入学式・学部ガイダンス（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 行事 学部行事関係　大学院入学式・学部ガイダンス（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 行事 学部行事関係　大学院入学式・学部ガイダンス（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 成績 学部成績台帳（明治４１年度～） 農学事務部事務長 教務係 1908年度 1909/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部教育 既修得単位評価（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学部教育 既修得単位評価（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学部教育 既修得単位評価（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学部教育 既修得単位評価（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学部教育 既修得単位評価（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 帰国子女関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 帰国子女関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 帰国子女関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第４次入学試験等 帰国子女関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第４次入学試験等 帰国子女関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 教育研究指導委員会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 教育職員免許 教職関係（学芸員，日本国憲法含む）（平成．３年度～） 農学事務部事務長 学生支援担当 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成１９年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成２０年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成２３年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 教務委員会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 その他 教務関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 教務関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 教務関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 教務関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 教務関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 健康診断 健康診断・保健関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 健康診断 健康診断・保健関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 健康診断 健康診断・保健関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 健康診断 健康診断・保健関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 健康診断 健康診断・保健関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 研究指導委託（大学院）（特別研究学生含む）（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 研究指導委託（大学院）（特別研究学生含む）（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 研究指導委託（大学院）（特別研究学生含む）（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 研究指導委託（大学院）（特別研究学生含む）（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 研究指導委託（大学院）（特別研究学生含む）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 非正規生 研究生・聴講生・科目等履修生学籍簿（昭和５２年度～） 農学事務部事務長 教務係 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生名簿 研究生・聴講生・科目等履修生名簿（平成１８年度～） 農学事務部事務長 学生支援担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 厚生補導 厚生補導関係事業計画（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 厚生補導 厚生補導関係事業計画（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄



農学・食資源学事務部 教務 厚生補導 厚生補導関係事業計画（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 厚生補導 厚生補導関係事業計画（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 厚生補導 厚生補導関係事業計画（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費・私費留学生受入関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費・私費留学生受入関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費・私費留学生受入関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費・私費留学生受入関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費・私費留学生受入関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費・私費留学生受入関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費・私費留学生受入関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費・私費留学生受入関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費留学生受入関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 国費留学生受入関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 札幌農学振興会奨学金関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 札幌農学振興会奨学金関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 札幌農学振興会奨学金関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 札幌農学振興会奨学金関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 札幌農学振興会奨学金関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 施設管理賠償責任保険（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 施設管理賠償責任保険（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 施設管理賠償責任保険（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 施設管理賠償責任保険（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 保険 施設管理賠償責任保険（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第２次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第２次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成１８年度） 農学事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第２次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第２次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第２次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第２次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第４次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第４次入学試験等 私費外国人留学生入試関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 私費留学生受入関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 私費留学生受入関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 時間割（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 時間割（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 時間割（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 時間割（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 時間割（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 受入・派遣（交換留学関係）（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 受入・派遣（交換留学関係）（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 受入・派遣（交換留学関係）（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 受入・派遣（交換留学関係）（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 受入・派遣（交換留学関係）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 資料 授業要綱集（昭和５０年度～） 農学事務部事務長 教務係 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 就職 就職関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学位 修士・博士略歴書（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 修士・博士略歴書（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 修士・博士略歴書（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 修士・博士略歴書（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 修士・博士略歴書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成１８年度） 農学事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 修士課程入試関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 全学教育 全学教育関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学教育 全学教育関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学教育 全学教育関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学教育 全学教育関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学教育 全学教育関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 卒業・修了 卒業・修了者名簿（明治４３年度～） 農学事務部事務長 教務係 1910年度 1911/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 行事 卒業・修了祝賀会関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 行事 卒業・修了祝賀会関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 行事 卒業・修了祝賀会関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 行事 卒業・修了祝賀会関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 行事 卒業・修了祝賀会関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 大学院（修士）修了関係（昭和３０年度～） 農学事務部事務長 教務係 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 大学院学生海外渡航助成関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 大学院学生海外渡航助成関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 大学院学生海外渡航助成関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 大学院学生海外渡航助成関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 農学振興会 大学院学生海外渡航助成関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学籍届 大学院学籍届（昭和２３年度～） 農学事務部事務長 教務係 1948年度 1949/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院授業時間割・履修届・研究題目等（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院授業時間割・履修届・研究題目等（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院授業時間割・履修届・研究題目等（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院授業時間割・履修届・研究題目等（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院授業時間割・履修届・研究題目等（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 成績 大学院成績台帳（昭和２３年度～） 農学事務部事務長 教務係 1948年度 1949/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院履修届（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院履修届（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院履修届（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院履修届（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 大学院教育 大学院履修届（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦（平成２１年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦（平成２２年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦（平成２３年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦及び特別コース（平成１９年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 大学推薦及び特別コース（平成２０年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 単位互換関係（北海学園・公開演習林等）（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学位 単位互換関係（北海学園・公開演習林等）（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学位 単位互換関係（北海学園・公開演習林等）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 短期留学推進制度（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 短期留学推進制度（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 短期留学推進制度（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 短期留学推進制度（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 短期留学推進制度（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 調査 統計・調査・アンケート・校正・原稿（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 調査 統計・調査・アンケート・校正・原稿（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 調査 統計・調査・アンケート・校正・原稿（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 調査 統計・調査・アンケート・校正・原稿（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 調査 統計・調査・アンケート・校正・原稿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構採用書類（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構採用書類（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄



農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構採用書類（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構採用書類（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 日本学生支援機構採用書類（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 会議 入試委員会関係（学部・大学院）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 資料 入試広報関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 資料 入試広報関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 資料 入試広報関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 資料 農学研究科学生便覧（昭和５１年度～） 農学事務部事務長 教務係 1976年度 1977/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学籍カード 農学研究科学籍カード（平成７年度～） 農学事務部事務長 教務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成１８年度） 農学事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成１９年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成２０年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成２１年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成２２年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成２３年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学案内 農学部案内（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 資料 農学部学生便覧（昭和４５年度～） 農学事務部事務長 教務係 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室・書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学生異動 農学部入学・退学・除籍者学籍簿・成績原簿（昭和２４年度～）　 農学事務部事務長 教務係 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成１８年度） 農学事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程後期課程入試関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成１８年度） 農学事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 大学院入学試験等 博士課程社会人特別選抜関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成１７年度） 農学事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成１８年度） 農学事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 教務 学部入学試験等 編入学関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 北大入試関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 北大入試関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第３次入学試験等 北大入試関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第４次入学試験等 北大入試関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 第４次入学試験等 北大入試関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 民間奨学金（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 民間奨学金（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 民間奨学金（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 民間奨学金（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 奨学金 民間奨学金（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修届（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修届（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修届（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修届（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 全学・学部教育 履修届（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生経費（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生経費（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生経費（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生経費（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生経費（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生奨学金関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生奨学金関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生奨学金関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生奨学金関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生奨学金関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生調査（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生調査（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生調査（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生調査（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 留学生関係 留学生調査（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 旅行依頼簿（学生関係）（平成２４年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 旅行依頼簿（学生関係）（平成２５年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 旅行依頼簿（学生関係）（平成２６年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 旅行依頼簿（学生関係）（平成２７年度） 農学事務部事務長 学生支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 その他 旅行依頼簿（学生関係）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 学生支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部学生支援担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 教務企画担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 教務 学位 論文関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 教務企画担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部教務企画担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際食資源学院設置準備関係 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 証明書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 安全保障輸出管理（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄



農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 遺伝子組換え実験に関する照会・調査依頼・回答（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究推進事業 科学技術振興調整費（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究推進事業 科学技術振興調整費（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究推進事業 科学技術振興調整費（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究推進事業 科学技術振興調整費（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究推進事業 科学技術振興調整費（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究推進事業 科学技術振興調整費（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究推進事業 科学技術振興調整費（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 科学研究費補助金（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 科学研究費補助金（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 科学研究費補助金（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 科学研究費補助金（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 科学研究費補助金（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 科学研究費補助金（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 科学研究費補助金（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 科学研究費補助金（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 科学研究費補助金（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後6年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 過半数代表候補者選挙（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後7年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 資料 外部評価報告書 農学事務部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 各許認可関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 各許認可関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 各許認可関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 各許認可関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 各許認可関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 各種研究員（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 各種研究員（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 各種研究員（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 各種研究員身分証明書発行台帳（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 各種研究員身分証明書発行台帳（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 各種研究員身分証明書発行台帳（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 各種研究員身分証明書発行台帳（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 各種研究員身分証明書発行台帳（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成１９年度） 農学事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成２０年度） 農学事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成２１年度） 農学事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 学位論文審査手当・入試手当（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学院教授会議事録（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成１３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成１４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成１５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成１６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成１７年度） 農学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学科長会議（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成１１年度） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成１２年度） 農学事務部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成１３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成１４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成１５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成１６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成１７年度） 農学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 学部教授会議事録（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成１９年度） 農学事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成２０年度） 農学事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成２１年度） 農学事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 寒冷地手当（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成１９年度） 農学事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成２０年度） 農学事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成２１年度） 農学事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 期末・勤勉手当（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 級別定数台帳（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 級別定数台帳（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 協議会（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 協議会（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 協議会（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 協議会（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 協議会（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 協議会（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 協議会（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 協議会（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 協議会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和５６年度） 農学事務部事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和５７年度） 農学事務部事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和５８年度） 農学事務部事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和５９年度） 農学事務部事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和６０年度） 農学事務部事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和６１年度） 農学事務部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和６２年度） 農学事務部事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和６３年度） 農学事務部事務長 庶務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成１０年度） 農学事務部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成２年度） 農学事務部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成３年度） 農学事務部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成４年度） 農学事務部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成５年度） 農学事務部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成６年度） 農学事務部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成７年度） 農学事務部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成８年度） 農学事務部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成９年度） 農学事務部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 教授会議事録（平成元年度） 農学事務部事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（ＴＡ、ＲＡ、非常勤講師）（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（ＴＡ、ＲＡ、非常勤講師）（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（ＴＡ、ＲＡ、非常勤講師）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（ＴＡ、ＲＡ、非常勤講師）（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（ＴＡ、ＲＡ、非常勤講師）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（職員）（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（職員）（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（職員）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（非常勤職員）（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（非常勤職員）（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（非常勤職員）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（非常勤職員）（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務時間報告書（非常勤職員）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務評定（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務評定（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務評定（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務評定（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 勤務評定（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 欠勤届（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 欠勤届（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 欠勤届（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 欠勤届（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 欠勤届（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 健康管理 健康管理（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 健康管理 健康管理（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 健康管理 健康管理（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 健康管理 健康管理（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 健康管理 健康管理（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 服務 兼業（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 服務 兼業（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 服務 兼業（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 服務 兼業（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 服務 兼業（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究院教授会議事録（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究科教授会議事録（平成１１年度） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究科教授会議事録（平成１２年度） 農学事務部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究科教授会議事録（平成１３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究科教授会議事録（平成１４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究科教授会議事録（平成１５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究科教授会議事録（平成１６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 研究科教授会議事録（平成１７年度） 農学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 研修承認申請書（外国）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 研修承認申請書（国内）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研修 研修関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研修 研修関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研修 研修関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 研修承認申請書（外国）（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 研修承認申請書（国内）（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 研修申請／旅行依頼（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 研修申請／旅行依頼（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 雇用保険（平成２０年度） 農学事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 雇用保険（平成２１年度） 農学事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 雇用保険（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 雇用保険（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 雇用保険（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 雇用保険（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 雇用保険（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 雇用保険（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 雇用保険（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 広報委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 広報委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成１４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成１５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成１６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成１７年度） 農学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 講座主任会議（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 国際規制物資（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 国際規制物資（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 国際規制物資（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 国際規制物資（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 国際規制物資（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 国際規制物資（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 国際規制物資（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 国際規制物資（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 国際規制物資（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際交流委員会（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際交流委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際交流委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際交流委員会（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際交流委員会（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際交流委員会（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際交流委員会（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際交流委員会（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 国際交流委員会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 災害補償 災害補償関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 災害補償 災害補償関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 災害補償 災害補償関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 災害補償 災害補償関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 災害補償 災害補償関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 災害補償 災害補償関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 災害補償 災害補償関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 財産形成貯蓄（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 財産形成貯蓄（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 財産形成貯蓄（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 財産形成貯蓄（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 財産形成貯蓄（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 財産形成貯蓄記録簿 農学事務部事務長 人事担当 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 行事 市民公開・農学特別講演会（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 行事 市民公開・農学特別講演会（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 行事 市民公開・農学特別講演会（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 行事 市民公開・農学特別講演会（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 行事 市民公開・農学特別講演会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 資料 自己点検評価報告書（平成３年度～平成５年度） 農学事務部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 資料 自己点検評価報告書（平成６年度～平成８年度） 農学事務部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 住居手当認定簿・届出書 農学事務部事務長 人事担当 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（ティーチング・アシスタント）（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（ティーチング・アシスタント）（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（ティーチング・アシスタント）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（リサーチ・アシスタント）（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（リサーチ・アシスタント）（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（リサーチ・アシスタント）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（定員内職員）（平成２４年） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（定員内職員）（平成２５年） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（定員内職員）（平成２６年） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（定員内職員）（平成２７年） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（定員内職員）（平成２８年） 農学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤講師）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤職員）（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤職員）（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤職員）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤職員）（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 出勤簿（非常勤職員）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成１９年度） 農学事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄



農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成２０年度） 農学事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成２１年度） 農学事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 諸手当現況届（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成１９年度） 農学事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成２０年度） 農学事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成２１年度） 農学事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 叙勲（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 昇給・昇格（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 昇給・昇格（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 昇給・昇格（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 昇給・昇格（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 昇給・昇格（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 昇給・昇格（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 昇給・昇格（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 賞・表彰（民間団体等）（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 賞・表彰（民間団体等）（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 賞・表彰（民間団体等）（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 賞・表彰（民間団体等）（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 賞・表彰（民間団体等）（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 賞・表彰（民間団体等）（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 賞・表彰（民間団体等）（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 賞・表彰（民間団体等）（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 賞・表彰（民間団体等）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 情報公開関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 情報公開関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 情報公開関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 情報公開関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 情報公開関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 情報公開関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 情報公開関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身上調書（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身上調書（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身上調書（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身上調書（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身上調書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身分証明書発行台帳（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身分証明書発行台帳（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身分証明書発行台帳（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身分証明書発行台帳（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 身分証明書発行台帳（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事異動（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事異動（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事異動（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係事項の説明事情聴取（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係事項の説明事情聴取（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係事項の説明事情聴取（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係事項の説明事情聴取（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係事項の説明事情聴取（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係通知（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係通知（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係通知（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係通知（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 人事関係通知（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 産学官連携 成果有体物（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 産学官連携 成果有体物（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 産学官連携 成果有体物（平成２８年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙（研究院長・評議員）（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙（研究院長・評議員）（平成１９年度） 農学事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙（研究院長・評議員）（平成２０年度） 農学事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙（研究院長・評議員）（平成２１年度） 農学事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙関係（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 選挙関係（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 全国大学農学系学部長会議（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 組換えＤＮＡ実験（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 組換えＤＮＡ実験（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 総長選挙（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 総長選挙（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 総長選挙（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 総長選挙（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 総長選挙（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 総長選挙（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 選挙 総長選挙（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 資料 大学院農学研究科・農学部概要（平成１１年度～） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 法令 大学院農学研究科・農学部例規集 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 単身赴任手当認定簿・届出書 農学事務部事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 発明・特許・登録 知的財産関係（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 発明・特許・登録 知的財産関係（平成１９年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 発明・特許・登録 知的財産関係（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 発明・特許・登録 知的財産関係（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 発明・特許・登録 知的財産関係（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 発明・特許・登録 知的財産関係（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 発明・特許・登録 知的財産関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 発明・特許・登録 知的財産関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 調査 調査（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 調査 調査（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 通勤手当認定簿・届出書 農学事務部事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成１９年度） 農学事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成２０年度） 農学事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成２１年度） 農学事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 定員（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 点検評価委員会（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 点検評価委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 点検評価委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 特殊郵便物受付簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 特別休暇（平成２４年） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 特別休暇（平成２５年） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 特別休暇（平成２６年） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 特別休暇（平成２７年） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 特別休暇（平成２８年） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 特別研究員奨励費（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 特別研究員奨励費（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 特別研究員奨励費（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 特別研究員奨励費（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 特別研究員奨励費（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 特別研究員奨励費（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄



農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 特別研究員奨励費（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 特別研究員奨励費（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 科学研究費 特別研究員奨励費（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 日本学術振興会・特別研究員（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 日本学術振興会・特別研究員（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 日本学術振興会・特別研究員（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 任免（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 任免（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 任免（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 任免（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 人事 任免（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 調査 任用・給与調査関係（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 調査 任用・給与調査関係（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 調査 任用・給与調査関係（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 年次休暇（平成２４年） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 年次休暇（平成２５年） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 年次休暇（平成２６年） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 年次休暇（平成２７年） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 勤務状況 年次休暇（平成２８年） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 資料 農学研究科・農学部広報（１～　） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 農学研究科外国人研究員（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 農学研究科外国人研究員（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 農学研究科外国人研究員（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 農学研究科外国人研究員（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研究員受入 農学研究科外国人研究員（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 研修 農学部オリエンテーション（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 資料 農学部概要（昭和５８年度～平成１０年度） 農学事務部事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 資料 農学部広報（１～１９） 農学事務部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 行事 農学部百周年記念 農学事務部事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤講師（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤講師（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤講師（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤講師（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤講師（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤職員（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤職員（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤職員（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤職員（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 非常勤職員 非常勤職員（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 表彰 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 扶養手当認定簿・届出書 農学事務部事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成１０年１０月） 農学事務部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成１０年１１月） 農学事務部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成１１年１２月） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成１１年９月） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成１２年７月） 農学事務部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成１３年８月） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成１４年１月） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成１５年２月） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成５１年９月） 農学事務部事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成６１年１１月） 農学事務部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成６１年１２月） 農学事務部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成６１年６月） 農学事務部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成９年１１月） 農学事務部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成１３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成１４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成１５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成１６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成１７年度） 農学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 部門主任・専攻主任会議（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 服務 服務・倫理（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 服務 服務・倫理（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄



農学・食資源学事務部 庶務・人事 服務 服務・倫理（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 福利厚生（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 福利厚生（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 福利厚生（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 分野主任会議（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成１２年） 農学事務部事務長 庶務係 2000年 2001/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成１３年） 農学事務部事務長 庶務係 2001年 2002/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成１４年） 農学事務部事務長 庶務係 2002年 2003/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成１５年） 農学事務部事務長 庶務係 2003年 2004/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成１６年） 農学事務部事務長 庶務係 2004年 2005/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成１７年） 農学事務部事務長 庶務係 2005年 2006/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成１８年） 農学事務部事務長 庶務係 2006年 2007/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成１９年） 農学事務部事務長 庶務係 2007年 2008/4/1 30年 2048/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成２０年） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年 2009/4/1 30年 2049/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成２１年） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年 2010/4/1 30年 2050/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成２２年） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年 2011/4/1 30年 2051/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成２３年） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年 2012/4/1 30年 2052/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成２４年） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/4/1 30年 2053/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成２５年） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年 2014/4/1 30年 2054/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成２６年） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成２７年） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 文書収受簿（平成２８年） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 文部省グループ保険（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 文部省グループ保険（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 文部省グループ保険（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 文部省団体傷害保険（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 文部省団体傷害保険（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 福利厚生 文部省団体傷害保険（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成１９年度） 農学事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成２０年度） 農学事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成２１年度） 農学事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 諸手当 俸給の調整額（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱施設関係（昭和４３年度～） 農学事務部事務長 庶務係 1968年度 1969/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱施設調査簿（平成１１年度） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱施設調査簿（平成１２年度） 農学事務部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱施設調査簿（平成１３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱施設調査簿（平成１４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱施設調査簿（平成１５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱施設調査簿（平成１６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成１９年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者教育訓練記録（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１０年度） 農学事務部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１１年度） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１２年度） 農学事務部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１７年度） 農学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成１９年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成２年度） 農学事務部事務長 庶務係 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成３年度） 農学事務部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成４年度） 農学事務部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成５年度） 農学事務部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成６年度） 農学事務部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成７年度） 農学事務部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成８年度） 農学事務部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者健康診断記録簿（平成９年度） 農学事務部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者登録申請書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１０年度） 農学事務部事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１１年度） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１２年度） 農学事務部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１７年度） 農学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成１９年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成３年度） 農学事務部事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成４年度） 農学事務部事務長 庶務係 1992年度 1993/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成５年度） 農学事務部事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成６年度） 農学事務部事務長 庶務係 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成７年度） 農学事務部事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成８年度） 農学事務部事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱者被爆線量当量報告書（平成９年度） 農学事務部事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 書庫 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱登録者名簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱登録者名簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱登録者名簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱登録者名簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射性同位元素等取扱登録者名簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成１１年度） 農学事務部事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成１２年度） 農学事務部事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成１３年度） 農学事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成１４年度） 農学事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成１５年度） 農学事務部事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成１６年度） 農学事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成１７年度） 農学事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成１９年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成２０年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成２１年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成２２年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成２３年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄



農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線管理状況報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線施設点検記録簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線施設点検記録簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線施設点検記録簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線施設点検記録簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 許認可 放射線施設点検記録簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部研究協力担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成１８年度） 農学事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成１９年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成２０年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成２１年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成２２年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成２３年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 会議 北海道・東北地区農学系学部長会議（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 名義使用 名義使用（後援等）（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 名義使用 名義使用（後援等）（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 名義使用 名義使用（後援等）（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 名義使用 名義使用（後援等）（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 名義使用 名義使用（後援等）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授（平成２２年度） 農学事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授（平成２３年度） 農学事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金計器表示額報告書（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金計器表示額報告書（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金計器表示額報告書（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金計器表示額報告書（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金計器表示額報告書（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２６年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２７年度） 農学事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 文書収受 郵便料金表示額記録簿（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部庶務担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行依頼・承認（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2014/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行依頼・承認（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行依頼・承認（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（外国）（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（外国）（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（外国）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（外国）（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（外国）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（国内）（平成２４年度） 農学事務部事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（国内）（平成２５年度） 農学事務部事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（国内）（平成２６年度） 農学事務部事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（国内）（平成２７年度） 農学事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 庶務・人事 旅行 旅行命令申請書（国内）（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部人事担当 廃棄
農学・食資源学事務部 図書 資料関係 紀要原簿（昭和５５年度～） 農学事務部事務長 図書整理係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 紀要編集委員会（平成２０年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 紀要編集委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 紀要編集委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 紀要編集委員会（平成２３年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 紀要編集委員会（平成２４年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 紀要編集委員会（平成２５年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 紀要編集委員会（平成２６年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 紀要編集委員会（平成２７年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 紀要編集委員会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 図書委員会（平成２０年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断



農学・食資源学事務部 図書 会議 図書委員会（平成２１年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 図書委員会（平成２２年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 図書委員会（平成２３年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 図書委員会（平成２４年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 図書委員会（平成２５年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 図書委員会（平成２６年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 図書委員会（平成２７年度） 農学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 会議 図書委員会（平成２８年度） 農学・食資源学事務部事務長 附属図書館情報サービス課農学研究院・農学院・農学部図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 物品関係 図書不用決定承認申請書（平成２０年度） 農学事務部事務長 図書整理係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
農学・食資源学事務部 図書 物品関係 物品管理簿（図書関係）（昭和３２年度～平成１５年度） 農学事務部事務長 図書整理係 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 農学・食資源学事務部事務長 農学・食資源学事務部図書閲覧担当 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 卒業論文（平成２３年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 学生 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 卒業論文（平成２7年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 動物実験計画書（平成２４年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 動物実験計画書（平成２５年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 動物実験計画書（平成２６年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 動物実験計画書（平成２７年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 野生動物学教室 入学試験（大学院）問題（平成２５年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 出題・採点委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 先端獣医療学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 先端獣医療学教室 卒業論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 厚生労働科学研究費補助金報告書（平成２４年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 厚生労働科学研究費補助金報告書（平成２５年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 厚生労働科学研究費補助金報告書（平成２６年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 厚生労働科学研究費補助金報告書（平成２７年度） 獣医学研究科長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 厚生労働科学研究費補助金報告書（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 環境獣医科学分野 毒性学教室 卒業論文（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 学年末試験問題（２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 学年末試験問題（２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 学年末試験問題（２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 学年末試験問題（２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 学年末試験問題（２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 卒業論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 毒劇物受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 入学試験（大学院）問題（２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 入学試験（大学院）問題（２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 入学試験（大学院）問題（２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 解剖学教室 入学試験（大学院）問題（２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 作業環境測定結果(法令により保存期間が3年と定められてい獣医学研究院長・獣医学部長 委託業者 2016年度 2016/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められて獣医学研究院長・獣医学部長 委託業者 2016年度 2016/4/1 30年 2047/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 作業環境測定結果(法令により保存期間が3年と定められてい獣医学研究院長・獣医学部長 委託業者 2016年度 2016/4/1 3年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められて獣医学研究院長・獣医学部長 委託業者 2016年度 2016/4/1 30年 2048/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 会議資料等の複製(コピー) (平成28年度) 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 １年未満 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 卒業論文（平成23年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 卒業論文（平成24年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 卒業論文（平成25年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 卒業論文（平成26年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 卒業論文（平成27年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 卒業論文（平成28年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 学年末・中間試験問題（平成24年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 学年末・中間試験問題（平成25年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 学年末・中間試験問題（平成26年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 学年末・中間試験問題（平成27年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 学年末・中間試験問題（平成28年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 定期試験解答（平成27年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 定期試験解答（平成28年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医外科学教室 学生レポート（平成28年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2016年度 2017/4/1 １年未満 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄



獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 学年末試験問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 定期試験解答（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 定期試験解答（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 学生レポート（平成28年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2016年度 2017/4/1 １年未満 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 指導学生の身上書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 指導学生の身上書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 指導学生の身上書（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 実験機器利用記録（ＤＮＡシークエンサー） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 実験機器利用記録（超遠心器） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 卒業論文（平成２３年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 42461 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 卒業論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 毒劇物受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 入学試験（大学院）問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 入学試験（大学院）問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 入学試験（大学院）問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 入学試験（大学院）問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 入学試験（大学院）問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 論文審査関係文書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 2014年度 2015/4/1 3年 2017/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 論文審査関係文書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 2015年度 2016/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 論文審査関係文書（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 2016年度 2017/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 会議資料等の複製(コピー) (平成28年度) 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 １年未満 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 作業環境測定結果(法令により保存期間が3年と定められてい獣医学研究院長・獣医学部長 委託業者 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 作業環境測定結果(法令により保存期間が3年と定められてい獣医学研究院長・獣医学部長 委託業者 2016年度 2016/4/1 3年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 感染症学教室 作業環境測定結果(法令により保存期間が30年と定められて獣医学研究院長・獣医学部長 委託業者 2016年度 2016/4/1 30年 2048/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 201５年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 学年末試験問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 厚生科学研究費補助金に関する申請書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 厚生科学研究費補助金に関する申請書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 厚生科学研究費補助金に関する申請書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 厚生省に提出した研究報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 厚生省に提出した研究報告書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 厚生省に提出した研究報告書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 卒業論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 論文審査関係文書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 論文審査関係文書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 論文審査関係文書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 論文審査関係文書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 寄生虫学教室 論文審査関係文書（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 BSL3実験(病原体使用)記録(平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 BSL3実験(病原体使用)記録(平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 BSL3実験(病原体使用)記録(平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 BSL3実験(病原体使用)記録(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 BSL3実験(病原体使用)記録(平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 セミナー記録簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 学年末試験問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 公衆衛生学教室教育訓練記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教官 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 公衆衛生学教室教育訓練記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教官 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄



獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 公衆衛生学教室教育訓練記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教官 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 公衆衛生学教室教育訓練記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 公衆衛生学教室教育訓練記録（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生科学研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生科学研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生科学研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生科学研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生科学研究助成金に関する申請書（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生労働科学研究費総括研究報告書(平成２４年度) 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生労働科学研究費総括研究報告書(平成２５年度) 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生労働科学研究費総括研究報告書(平成２６年度) 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生労働科学研究費総括研究報告書(平成２７年度) 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 厚生労働科学研究費総括研究報告書(平成２８年度) 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 実験機器利用記録 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 卒業論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 特殊施設の入退出記録 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 特定病原体保存記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 特定病原体保存記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 特定病原体保存記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 特定病原体保存記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 特定病原体保存記録（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 毒劇物受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 入学試験（大学院）問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 入学試験（大学院）問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 入学試験（大学院）問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 入学試験（大学院）問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 入学試験（大学院）問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 微生物利用実験計画申請書(平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教官 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 微生物利用実験計画申請書(平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教官 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 微生物利用実験計画申請書(平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教官 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 微生物利用実験計画申請書(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 公衆衛生学教室 微生物利用実験計画申請書(平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２5年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 試験問題（平成２7年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 試験問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 実験動物学教室 入学試験（大学院）問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 厚生労働科学研究費補助金研究報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 地域新生コンソーシアム研究開発事業報告書（ノーステック）獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 動物実験計画書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 入学試験（大学院）問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 厚生労働科学研究費補助金研究報告書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 地域新生コンソーシアム研究開発事業報告書（ノーステック）獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 動物実験計画書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 入学試験（大学院）問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 論文審査関係文書 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書　(平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 厚生労働科学研究費補助金研究報告書　(平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 卒業論文　(平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 地域新生コンソーシアム研究開発事業報告書（ノーステック）獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 動物実験計画書　(平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 入学試験（大学院）問題　(平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 論文審査関係文書 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 厚生労働科学研究費補助金研究報告書　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄



獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 卒業論文　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 地域新生コンソーシアム研究開発事業報告書（ノーステック）獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 動物実験計画書　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 入学試験（大学院）問題　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 論文審査関係文書 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 科学研究費補助金成果報告書　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 厚生労働科学研究費補助金研究報告書　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/4/1 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 卒業論文　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/4/2 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 地域新生コンソーシアム研究開発事業報告書（ノーステック）獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/4/3 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 動物実験計画書　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/4/4 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 入学試験（大学院）問題　(平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/4/5 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 衛生学分野 獣医衛生学教室 論文審査関係文書 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教官室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 卒業論文（平成２6年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 卒業論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 毒劇物受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 入学試験（大学院）問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 入学試験（大学院）問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 入学試験（大学院）問題（平成２7年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 入学試験（大学院）問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 論文審査関係文書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 論文審査関係文書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生化学教室 論文審査関係文書（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学術振興会外国人特別研究員申請書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年追再試（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年追再試（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年追再試（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年追再試（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年追再試（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 五峯ライフサイエンス基金研究助成金報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 セミナー記録簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 科学研究費補助金申請書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 科学研究費補助金申請書（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年中間試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年中間試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年中間試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年中間試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学年末試験問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学位論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 学位論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 毒劇物受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 持田記念医学薬学振興財団　研究助成金申請書 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 図書室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 生理学教室 内藤記念科学財団　第４７回内藤記念科学奨励金・研究助成金申請書 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 図書室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２３年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 学年末試験問題（平成２３年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 学年末試験問題（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 卒業論文（平成２３年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 卒業論文（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄



獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 獣医内科学教室 毒劇物受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 家畜人工授精簿（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 家畜人工授精簿（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 家畜人工授精簿（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 家畜人工授精簿（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 家畜人工授精簿（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成28年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 農林水産省・食品産業科学技術研究推進事業報告書（平成27年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 学年末試験問題（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 卒業論文（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 入学試験（大学院）問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 入学試験（大学院）問題（平成２7年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 繁殖学教室 入学試験（大学院）問題（平成２8年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 学年末試験問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 共同実験室使用記録簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 卒業論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 比較病理学教室 毒劇物受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 微生物学教室 厚生労働科学研究費補助金報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 微生物学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 微生物学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 微生物学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 微生物学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 微生物学教室 入学試験（大学院）問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 病原制御学分野 微生物学教室 論文審査関係文書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教官 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 附属動物病院 附属動物病院 向精神薬受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 附属動物病院 附属動物病院 磁気共鳴画像撮影装置使用簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 MRI操作室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 附属動物病院 附属動物病院 毒劇薬使用台帳 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 薬品庫 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 附属動物病院 附属動物病院 麻薬使用受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから2年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 附属動物病院 附属動物病院 附属動物病院　患畜基本情報ファイル 獣医学研究院長・獣医学部長 附属動物病院 2000年度 2001/4/1 終来院日及未定 電子（PC) 附属動物病院 獣医学研究院長・獣医学部長 附属動物病院 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＥＳＲ使用記録（平成２４度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＥＳＲ使用記録（平成２５度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＥＳＲ使用記録（平成２６度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＥＳＲ使用記録（平成２７度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「受け入れ又は払出し」に関する記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「受け入れ又は払出し」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 RI「運搬」に関する記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 RI「運搬」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「取扱」に関する記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「取扱」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「廃棄」に関する記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「廃棄」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「保管」に関する記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「保管」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ自主点検記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ自主点検記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ排水記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ排水記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ在庫記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ在庫記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ使用状況記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ使用状況記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ施設自主点検記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ施設自主点検記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ取扱状況記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ取扱状況記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ排水記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄



獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ排水記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ保管廃棄記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ保管廃棄記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線装置等に関する検査結果報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線装置等に関する検査結果報告書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線装置等に関する検査結果報告書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線装置等に関する検査結果報告書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線発生装置使用記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線発生装置使用記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線発生装置使用記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線発生装置使用記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 イメージングアナライザー使用記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 イメージングアナライザー使用記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 イメージングアナライザー使用記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 イメージングアナライザー使用記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 汚染状況の測定の記録 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 汚染状況の測定の記録 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガスモニタリング記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガスモニタリング記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガスモニタリング記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガスモニタリング記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガンマオートウエル使用記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガンマオートウエル使用記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガンマオートウエル使用記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガンマオートウエル使用記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域境界と事業所境界の測定記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域境界と事業所境界の測定記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 教育訓練記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 教育訓練記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 内部被ばく計算の記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 内部被ばく計算の記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 廃棄口における核種毎の濃度計算の記録 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 廃棄口における核種毎の濃度計算の記録 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素取扱者名簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素取扱者名簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 液体シンチレーションカウンター使用記録（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 液体シンチレーションカウンター使用記録（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 液体シンチレーションカウンター使用記録（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 液体シンチレーションカウンター使用記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成１４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成１５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成１６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成１７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成１８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成１９年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成２０年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成２１年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成２２年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成２３年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域内部被曝計算（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 獣医学部アイソトープ安全講習会記録簿（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 獣医学部アイソトープ安全講習会記録簿（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 入学試験（大学院）問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 入学試験（大学院）問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 入学試験（大学院）問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 入学試験（大学院）問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素使用計画書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素使用計画書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素使用計画書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄



獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素使用計画書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素等使用承認証 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素等使用承認証 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素等使用承認証 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素等使用承認証 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 1970年度 1971/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素等使用承認証 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素等使用承認証 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素等使用承認証 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性物質譲渡譲受ならび運搬記録書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性物質譲渡譲受ならび運搬記録書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＥＳＲ使用記録（平成２７度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「受け入れ又は払出し」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 RI「運搬」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「取扱」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「廃棄」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ「保管」に関する記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ自主点検記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ＲＩ排水記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線装置等に関する検査結果報告書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 Ｘ線発生装置使用記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 イメージングアナライザー使用記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 汚染状況の測定の記録 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガスモニタリング記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 ガンマオートウエル使用記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 管理区域境界と事業所境界の測定記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 教育訓練記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 内部被ばく計算の記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 廃棄口における核種毎の濃度計算の記録 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素取扱者名簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 液体シンチレーションカウンター使用記録（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 科学研究費補助金成果報告書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 入学試験（大学院）問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教官 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素使用計画書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 応用獣医科学分野 放射線学教室 放射性同位元素等使用承認証 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 取扱主任者 副総括文書管理者が判断
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 覚醒剤使用受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 向精神薬受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 卒業論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 動物実験計画書（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 動物実験計画書（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 動物実験計画書（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 動物実験計画書（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 動物実験計画書（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 毒劇物受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 入学試験（大学院）問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 入学試験（大学院）問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 入学試験（大学院）問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 入学試験（大学院）問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 入学試験（大学院）問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 出題・採点委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 出題採点委員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 麻薬使用受払簿 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 学年末/中間試験問題 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 基礎獣医科学分野 薬理学教室 学年末/中間試験問題 獣医学研究院長・獣医学部長 教官 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 学年末試験問題（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 学年末試験問題（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 学年末試験問題（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 学年末試験問題（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 学年末試験問題（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 卒業論文（平成２４年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 卒業論文（平成２５年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 卒業論文（平成２６年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 指導教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 卒業論文（平成２７年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 卒業論文（平成２８年度） 獣医学研究院長・獣医学部長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 各科目担当教員 廃棄
獣医学研究院・獣医学部 臨床獣医科学分野 動物分子医学教室 毒劇物受払簿 獣医学研究科長・獣医学部長 教員 2000年度 2001/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 獣医学研究院長・獣医学部長 教室主任 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄



獣医学系事務部 歳出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２７年度） 獣医学系事務部事務長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２７年度） 獣医学系事務部事務長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究助成(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究助成(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究助成(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究助成(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究助成(平成２７年度） 獣医学系事務部事務長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２７年度） 獣医学系事務部事務長 研究支援担当 2015年度 2017/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 機種選定・仕様策定関係 機種選定理由書（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 機種選定・仕様策定関係 機種選定理由書（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 機種選定・仕様策定関係 機種選定理由書（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 機種選定・仕様策定関係 機種選定理由書（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 機種選定・仕様策定関係 機種選定理由書（平成２７年度） 獣医学系事務部事務長 研究支援担当 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２７年度） 獣医学系事務部事務長 研究支援担当 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 歳出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２７年度） 獣医学系事務部事務長 研究支援担当 2015年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　RA・科研費（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　一般（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　運営委員会（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　各種委員会（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　奨励金（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム フォローアップ（平成24年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　RA・科研費（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　運営委員会（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　各種委員会（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　奨励金（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム ＰＯ現地訪問（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　RA・科研費（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　運営委員会・各種委員会（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　奨励金（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム ＰＯ現地訪問（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　奨励金（平成27年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2015年度 2016/4/1 プログラム終了後5年 未定 電子 共有サーバー 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　運営委員会・各種委員会（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2015年度 2016/4/1 プログラム終了後5年 未定 電子 共有サーバー 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　RA・科研費（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2015年度 2016/4/1 プログラム終了後5年 未定 電子 共有サーバー 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　RA・科研費（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　一般（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　運営委員会（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　各種委員会（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　奨励金（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム フォローアップ（平成24年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2012年度 2013/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　RA・科研費（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　運営委員会（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　各種委員会（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　奨励金（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム ＰＯ現地訪問（平成25年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　RA・科研費（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　運営委員会・各種委員会（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　奨励金（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム ＰＯ現地訪問（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　奨励金（平成27年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2015年度 2016/4/1 プログラム終了後5年 未定 電子 共有サーバー 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　運営委員会・各種委員会（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2015年度 2016/4/1 プログラム終了後5年 未定 電子 共有サーバー 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　RA・科研費（平成26年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 リーディングプログラム担当 2015年度 2016/4/1 プログラム終了後5年 未定 電子 共有サーバー 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　奨励金（平成27年度） 獣医学系事務部事務長 リーディングプログラム担当 2016年度 2017/4/1 プログラム終了後5年 未定 電子 共有サーバー 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　運営委員会・各種委員会（平成26年度） 獣医学系事務部事務長 リーディングプログラム担当 2016年度 2017/4/1 プログラム終了後5年 未定 電子 共有サーバー 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 リーディングプログラム リーディングプログラム　RA・科研費（平成26年度） 獣医学系事務部事務長 リーディングプログラム担当 2016年度 2017/4/1 プログラム終了後5年 未定 電子 共有サーバー 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　リーディング大学院担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄



獣医学系事務部 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2008年度 未定 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2009年度 未定 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 支出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 未定 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 収入関係 出納員命免簿（平成１６年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 動物病院日報（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 動物病院日報（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 動物病院日報（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 動物病院日報（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 動物病院日報（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 現金領収書原符（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 現金領収書原符（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 金庫管守関係 鍵保管台帳（平成１６年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金出納簿（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金出納簿（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金出納簿（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金出納簿（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金出納簿（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金出納簿（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金出納簿（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金領収書用紙受払簿（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金領収書用紙受払簿（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金領収書用紙受払簿（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金領収書用紙受払簿（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金領収書用紙受払簿（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金領収書用紙受払簿（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 帳簿関係 動物病院現金領収書用紙受払簿（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 現金領収書原符（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 現金領収書原符（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 現金領収書原符（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 現金領収書原符（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 収入関係 動物病院収入関係 現金領収書原符（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成１４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2002年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成１５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2003年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成１６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2004年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成１７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2005年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2006年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2008年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2009年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2011年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 アルコール申請（平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2016年度 未定 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成１４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2002年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成１５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2003年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成１６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2004年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成１７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2005年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2006年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2008年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2009年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2011年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 アルコール関係 受払簿・使用簿・通知（平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2016年度 未定 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット使用申込書（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット使用申込書（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット使用申込書（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット使用申込書（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄



獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット使用申込書（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット受払簿（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット受払簿（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット受払簿（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット受払簿（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 タクシーチケット受払簿（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 会議費伺（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 会議費伺（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 会議費伺（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 会議費伺（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 その他 会議費伺（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理票（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理票（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理票（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理票（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 マニフェスト 特別管理産業廃棄物管理票（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 業務日誌関係 動物舎管理日誌（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 業務日誌関係 動物舎管理日誌（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 業務日誌関係 動物舎管理日誌（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 業務日誌関係 動物舎管理日誌（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 その他 業務日誌関係 動物舎管理日誌（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 営繕関係 安全管理関係 危害防止主任者（指名・解除） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1991年度 未定 指名解除されるまで 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 営繕関係 安全管理関係 作業主任者（選任） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2004年度 未定 選任解除されるまで 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 営繕関係 国有財産関係 国有財産監守計画（昭和６３年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1987年度 1988/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 国有財産関係 国有財産台帳副本 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 営繕関係 国有財産関係 不動産等監守計画（平成１６年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 設備届出関係 消防用設備等検査証書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2000年度 2001/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 設備届出関係 焼却炉・ダイオキシン申請関係 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 未定 使用廃止後10年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 家畜病院資料 料金改定関係 家畜病院診療金改定資料（平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2001年度 2002/4/1 次回料金改定後30年 2044/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 家畜病院資料 料金改定関係 動物病院診療金改定資料（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 未定 次回料金改定後30年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 家畜病院資料 料金改定関係 家畜病院診療金改定資料（平成６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1994年度 1995/4/1 次回料金改定後30年 2032/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 給与関係 その他 旅費・謝金等の口座振込申出書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 給与関係 その他 旅費・謝金等の口座振込申出書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 給与関係 その他 口座振込申出書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 給与関係 その他 口座振込申出書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 給与関係 その他 口座振込申出書 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書（特別調書）控 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 調査関係 札幌市 ダイオキシン類測定報告書の提出について写 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 調査関係 札幌市 ダイオキシン類測定報告書の提出について写 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 調査関係 札幌市 ダイオキシン類測定報告書の提出について写 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 調査関係 札幌市 ダイオキシン類測定報告書の提出について写 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 調査関係 札幌市 ダイオキシン類測定報告書の提出について写 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 寄贈・寄付受 寄贈物品関係書類（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 寄贈・寄付受 寄贈物品関係書類（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 寄贈・寄付受 寄贈物品関係書類（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 寄贈・寄付受 寄贈物品関係書類（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 寄贈・寄付受 寄贈物品関係書類（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 帳票関係 物品管理簿（平成8年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1996年度 1997/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 物品管理関係 帳票関係 物品管理簿（平成8年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1996年度 1997/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 物品管理関係 帳票関係 物品番号新旧対照簿 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1996年度 未定 使用を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定・管理換関係 管理換関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定・管理換関係 管理換関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定・管理換関係 管理換関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄



獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定・管理換関係 管理換関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定・管理換関係 管理換関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定関係 不用決定関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定関係 不用決定関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定関係 不用決定関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定関係 不用決定関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 物品管理関係 不用決定関係 不用決定関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算要求関係 予算要求調査関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算要求関係 予算要求調査関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算要求関係 予算要求調査関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算要求関係 予算要求調査関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 予算 予算要求関係 予算要求調査関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部講義棟新営工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部講義棟新営電気工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物医療センター新営電気設備工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物実験室停電対応電気設備等工事完成図書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物舎改修機械工事 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物舎改修工事完成引渡図書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部附属動物病院X線撮影室他改修電気設備工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物医療センター新営機械設備工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物医療センター新営電気設備工事完成図書（１／２） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物医療センター新営電気設備工事完成図書（２／２） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣学部動物舎改修電気設備工事完成図書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 獣医学部教室及家畜病院新営工事 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 地方特定道路整備事業環状通北大獣医学部放射線棟補償工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 地方特定道路整備事業環状通北大獣医学部放射線棟補償電気設備工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学（札幌２）基幹整備（焼却炉設備）工事機器完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学札幌団地給水基幹整備（歯・教養・獣医・学生寄宿舎系統）工事 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部管理・研究Ｅ棟改修電気設備工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部管理・研究棟Ｅ棟改修その他機械設備工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部管理・研究棟その他改修工事（その２） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部管理・研究棟改修機械設備工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部管理・研究棟改修電気設備工事しゅん功図（１）（２） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部研究棟（Ｓ棟）新営機械設備工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部研究棟（Ｓ棟）新営電気設備工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部焼却室新営その他工事 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部焼却室新営その他電気設備工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物死体焼却炉更新工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物舎新営機械設備工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物舎新営機械設備工事しゅん功図（１／２） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物舎新営電気設備工事 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部動物舎新営電気設備工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学獣医学部附属家畜病院改修電気設備工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学情報ネットワーク増設配線工事（その２）しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学情報ネットワーク増設配線工事しゅん功図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学総合研究棟（獣医学系）改修機械設備工事完成図書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学総合研究棟（獣医学系）改修機械設備工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学総合研究棟（獣医学系）改修機械設備工事しゅん工図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学総合研究棟（獣医学系）改修電気設備工事完成図書 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 営繕関係 図面関係 北海道大学総合研究棟（獣医学系）改修電気設備工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教育実施 共同獣医学課程 共同獣医学課程（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教育実施 共同獣医学課程 共同獣医学課程（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教育実施 共同獣医学課程 共同獣医学課程（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教育実施 共同獣医学課程 共同獣医学課程（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教育実施 共同獣医学課程 共同獣医学課程（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 入学式・オリエンテーション（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 入学式・オリエンテーション（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 入学式・オリエンテーション（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（平成２５年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（平成２５年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（ホームページ）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般　卒業生アンケート（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄



獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（共同獣医学課程）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般　広報関係（学部案内等）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般　（FDプログラム関係）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（平成２６年度）③ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（ホームページ）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般　卒業生アンケート（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（共同獣医学課程）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般　広報関係（学部案内等）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（FDプログラム関係）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（平成２７年度）③ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（ホームページ）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般　卒業生アンケート（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般　広報関係（学部案内等）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般①感染症学院・獣医学院設置構想（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般②感染症学院・獣医学院設置構想（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（共同獣医学課程）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（ホームページ）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般　卒業生アンケート（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般　広報関係（学部案内等）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般①感染症学院・獣医学院設置構想（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般②感染症学院・獣医学院設置構想（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般（共同獣医学課程）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務一般 教務一般・雑件（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務事務電算化 教務事務電算関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務事務電算化 教務事務電算関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務事務電算化 教務事務電算関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務事務電算化 教務事務電算関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 教務事務電算化 教務事務電算関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 雑件 雑件（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 雑件 雑件（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 その他の教務 学内外からの周知依頼 学内外からの周知依頼（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 1年未満 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 私費・政府派遣留学生 私費留学生・政府派遣留学生等（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 私費・政府派遣留学生 私費留学生・政府派遣留学生等（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 私費・政府派遣留学生 私費留学生・政府派遣留学生等（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 私費・政府派遣留学生 私費留学生・政府派遣留学生等（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 私費・政府派遣留学生 私費留学生・政府派遣留学生等（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２５年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２５年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 助成 海外交流関係助成金（平成２８年度）③ 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学位 学位 学位審査記録（昭和３３年度～平成９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1958年度 1959/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学位 学位 学位論文（平成１０年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学位 学位 学位論文受付簿（昭和５９．６授与～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 研究院長室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生の事故 学生の事故・懲戒 交通事故経緯等要録（平成２年８月８日） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1990年度 1991/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 研究院長室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（学生の事故・不祥事含む）（平成１０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1998年度 1999/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（学生の事故・不祥事含む）（平成１１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1999年度 2000/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（学生の事故・不祥事含む）（平成１２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2000年度 2001/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（学生の事故・不祥事含む）（平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2001年度 2002/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（学生の事故・不祥事含む）（平成１４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2002年度 2003/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（学生の事故・不祥事含む）（平成１５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2003年度 2004/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（学生の事故・不祥事含む）（平成１６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2004年度 2005/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成１７年度～平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2005年度 2006/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学生関係会議 研究科・学部内会議 学生委員会（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断



獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成１４年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成１５年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成１６年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成１７年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成１８年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成１９年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成２０年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成２１年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成２２年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成２３年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成２４年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成２５年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成２６年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成２７年度入学） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生カード 学生カード（学部）（平成２８年度入学） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 研究指導委託関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 研究指導委託関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 研究指導委託関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 研究指導委託関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 研究指導委託関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 改姓届（平成６年度～２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 改姓届（平成２１年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学生異動（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学部移行関係（教室配属）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学部移行関係（教室配属）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学部移行関係（教室配属）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学部移行関係（教室配属）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学生の異動 学部移行関係（教室配属）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部・ＭＣ・ＤＣ  昭和２９年度卒業～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 学籍簿 研究生・聴講生学籍簿（平成６年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 資料 学生顔写真集（昭和５５年度大学院入学～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1980年度 1980/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 資料 学生顔写真集（昭和５８年１０月学部移行者～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 卒業 学部・大学院修了者名簿（昭和２９年度～）（１） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 卒業 学部・大学院修了者名簿（昭和２９年度～）（２） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 卒業 学部・大学院修了者名簿（昭和２９年度～）（３） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 卒業 卒業関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 学籍等 非正規生 研究生関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 管理運営 管理運営 規程改正（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 管理運営 管理運営 規程改正（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 管理運営 管理運営 規程改正（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 管理運営 管理運営 規程改正（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 管理運営 管理運営 収容定員関係学則変更認可申請書（平成元年１０月３１日） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1998年度 1999/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 管理運営 管理運営 獣医学研究科（博士課程）重点化計画書（獣医学専攻）（平成６年１１月） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1994年度 1995/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教育実施 授業 現地実習（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 授業 現地実習（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄



獣医学系事務部 教育実施 授業 現地実習（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 授業 現地実習（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 授業 現地実習（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 授業 現地実習（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 授業 現地実習（案内のみ）（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 既修得単位認定（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 既修得単位認定（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 既修得単位認定（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 既修得単位認定（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 既修得単位認定（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 成績原簿（退学者）（昭和４１年度～昭和５０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 研究院長室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教育実施 成績 大学院成績報告書（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 大学院成績報告書（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 大学院成績報告書（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 大学院成績報告書（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 大学院成績報告書（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 電算(学部）成績報告書（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 電算(学部）成績報告書（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 電算(学部）成績報告書（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 電算(学部）成績報告書（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 成績 電算(学部）成績報告書（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育関係（平成２４年度）No.１ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育関係（平成２４年度）No.２ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 全学教育 全学教育関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（平成２５年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（平成２５年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（授業アンケート）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（獣医学共用試験）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（授業アンケート）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（獣医学共用試験）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（授業アンケート）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 学部履修関係（獣医学共用試験）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 大学院履修関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 大学院履修関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 大学院履修関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 大学院履修関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 大学院履修関係（リサーチアドバイザー）（平成２７年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 履修 大学院履修関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教員免許 教育職員免許 教員免許関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 国際交流委員会（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 国際交流委員会（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 国際交流委員会（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 国際交流委員会（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 国際交流委員会（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試委員会（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試委員会（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試委員会（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 入試委員会（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教務関係会議 研究科・学部内会議 教務委員会（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 厚生補導 厚生補導 厚生補導（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 厚生補導 厚生補導 厚生補導（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 厚生補導 厚生補導 厚生補導（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 国家試験 国家試験 国家試験（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 国家試験 国家試験 国家試験（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 国家試験 国家試験 国家試験（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 国家試験 国家試験 国家試験（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄



獣医学系事務部 国家試験 国家試験 国家試験（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 資料 シラバス 学部授業内容（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 資料 シラバス 学部授業内容（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 資料 シラバス 学部授業内容（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 資料 シラバス 学部授業内容（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 資料 シラバス 大学院授業内容（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 資料 シラバス 大学院授業内容（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 資料 シラバス 大学院授業内容（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 資料 シラバス 大学院授業内容（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 資料 学生便覧 学部　学生便覧・シラバス（平成２４年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 資料 学生便覧 大学院　便覧・シラバス（平成２３年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 資料 学生便覧 学部・研究科学生便覧（昭和５１年度～平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 1976年度 1977/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 就職 就職 就職関係（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 就職 就職 就職関係（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 就職 就職 就職関係（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 就職 就職 就職関係（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 就職 就職 就職関係（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 就職 就職 就職関係（その他）（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 諸証明 英文証明 英文証明書（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 諸証明 英文証明 英文証明書（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 諸証明 英文証明 英文証明書（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 諸証明 英文証明 英文証明書（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 諸証明 英文証明 英文証明書（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 諸証明 英文証明 英文証明書（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 諸証明 申請書 諸証明書申請書（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 諸証明 申請書 諸証明書申請書（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 諸証明 申請書 諸証明書申請書（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２４年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２４年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２５年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２５年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 各種奨学金 各種奨学金（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成２４年度）No.２ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（返還免除）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成２５年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（返還免除）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（返還免除）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（返還免除）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構（返還免除）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学生名簿（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学生名簿（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学生名簿（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学生名簿（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学生名簿（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成１９年度）No.２ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２０年度）No.２ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２１年度）No.２ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２１年度）No.３ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２２年度）No.１ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２２年度）No.２ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２３年度）No.１ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２３年度）No.２ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２４年度）No.１ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２４年度）No.２ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２５年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２５年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２５年度）③ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄



獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２６年度）③ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２７年度）③ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 調査 調査 調査・照会（平成２８年度）③ 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 その他 入試広報（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 その他 入試広報（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 その他 入試広報（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 その他 入試広報（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 その他 学部オープンキャンパス（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 その他 学部オープンキャンパス自由参加アンケート（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 その他 学部オープンキャンパス（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 その他 学部オープンキャンパス（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 その他 学部オープンキャンパス（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 その他 学部オープンキャンパス（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ一般選抜）（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ一般選抜）（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ一般選抜）（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ一般選抜）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ一般選抜）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ一般選抜）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ一般選抜）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ一般選抜）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ社会人特別選抜）（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ社会人特別選抜）（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ社会人特別選抜）（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ社会人特別選抜）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ社会人特別選抜）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ社会人特別選抜）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ社会人特別選抜）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（ＤＣ社会人特別選抜）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研究生）（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研究生）（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研究生）（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研究生）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研究生）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研究生）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研究生）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研究生）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研修生）（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研修生）（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研修生）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研修生）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研修生）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研修生）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 学部・研究科案内 学生募集要項（研修生）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 １０月入学大学院入試（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 １０月入学大学院入試（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 １０月入学大学院入試（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 １０月入学大学院入試（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 ４月入学大学院入試（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 ４月入学大学院入試（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 ４月入学大学院入試（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 ４月入学大学院入試（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２４年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２４年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２４年度）③ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２５年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２５年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２５年度）③ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 入学試験 大学院入試 大学院入試（平成２８年度）③ 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断



獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２４年度）No.１ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２４年度）No.２ 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２５年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２５年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 学部入試・センター入試（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 帰国子女入試（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 帰国子女入試（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 帰国子女入試（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 帰国子女入試（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学試験 大学入試 帰国子女入試（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 入学料及び授業料免除 入学料及び授業料免除 入学料・授業料免除（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害傷害保険（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２４年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２４年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生　出願書類（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２５年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２５年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生　出願書類（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生　出願書類（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生　出願書類（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 国費留学生 国費留学生　出願書類（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 その他 留学生・海外留学　（学生向け通知等）　（平成２６年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 その他 留学生・海外留学　（学生向け通知等）　（平成２６年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 その他 留学生・海外留学　（学生向け通知等）　（平成２７年度）① 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 その他 留学生・海外留学　（学生向け通知等）　（平成２７年度）② 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 その他 留学生・海外留学　（学生向け通知等）　（平成２８年度）① 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 その他 留学生・海外留学　（学生向け通知等）　（平成２８年度）② 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 調査等 留学生（調査・照会等）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 調査等 留学生（調査・照会等）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 調査等 留学生（調査・照会等）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 調査等 留学生（調査・照会等）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 調査等 留学生（調査・照会等）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 調査等 留学生（調査・照会等）安全保障輸出管理（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 経費 経費（チュータ－・サポーター）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 経費 経費（チュータ－・サポーター）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 経費 経費（チュータ－・サポーター）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 経費 経費（チュータ－・サポーター）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 経費 経費（チュータ－・サポーター）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 支援・援助 留学生宿舎（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 支援・援助 留学生宿舎（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 支援・援助 留学生宿舎（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 支援・援助 留学生宿舎（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 支援・援助 留学生宿舎（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 受入 受入・帰国旅費・国費延長（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 受入 帰国旅費・国費延長（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 受入 帰国旅費・国費延長（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 受入 帰国旅費・国費延長（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 留学生 受入 帰国旅費・国費延長（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄



獣医学系事務部 教育実施 国際交流 大学の世界展開力強化事業（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 国際交流 大学の世界展開力強化事業（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 国際交流 大学の世界展開力強化事業（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 国際交流 大学の世界展開力強化事業（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 プログラム終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 廃棄
獣医学系事務部 教育実施 国際認証 欧州獣医学教育施設協会（EAEVE）認証（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教育実施 国際認証 欧州獣医学教育施設協会（EAEVE）認証（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 教育実施 国際認証 欧州獣医学教育施設協会（EAEVE）認証（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　教務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 年俸制教員関係（正規職員）（平成２６年度～平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/1/1 10年 2024/12/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 名誉教授推薦関係(昭和４８年度～平成５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1973年度 1974/4/1 50年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 名誉教授推薦関係(平成６年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 改組 国際感染症学院関係 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 改組 国際感染症学院関係（AC教員審査） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 RI RI関係(平成６年度～平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 教育訓練・講習会（昭和５０年度～昭和５９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1975年度 1976/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 教育訓練・講習会（昭和６０年度～昭和６３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1985年度 1986/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 教育訓練・講習会（平成元年度～平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練・講習会（平成１４年度～平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ＲＩ教育訓練（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI健康診断(昭和４８年度～昭和５４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1973年度 1974/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI健康診断(昭和５５年度～昭和６３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1980年度 1980/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI健康診断(平成元年度～平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI健康診断(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI健康診断(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI健康診断(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI承認使用関係(平成１１年度～平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI登録・利用 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI登録・利用 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI登録・利用 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI登録・利用 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI登録・利用 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI登録・利用（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI登録・利用（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI RI登録・利用（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI Ｘ線装置関係（平成７年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI Ｘ線装置等の設置・廃止等の届出（平成２６年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI アイソトープ総合センター登録(昭和５７年度～昭和６２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1982年度 1983/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI フィルムバッジによる被爆線量記録(昭和４５年度～昭和６３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1970年度 1971/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI フィルムバッジ申込書（昭和５１年度～平成７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1976年度 1977/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI フィルムバッジ申込書（平成８年度～平成１１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI フィルムバッジ申込書（平成１２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI フィルムバッジ申込書（平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI フィルムバッジ申込書（平成１４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ガラスバッジ（平成２０年度～２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ガラスバッジ（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ガラスバッジ（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI ガラスバッジ（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 外部被爆線量測定結果管理報告書(昭和５０年度～昭和５４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1975年度 1976/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 外部被爆線量測定結果管理報告書(昭和５５年度～昭和５９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1980年度 1980/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 外部被爆線量測定結果管理報告書(昭和６０年度～昭和６３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1985年度 1986/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 個人線量当量管理票(平成元年度～平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 個人線量管理票(平成１４年度～平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 個人線量管理票(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 個人線量当量報告書(平成２年度～平成１２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 個人線量報告書(平成１３年度～平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 個人線量報告書(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 個人線量報告書(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 個人線量報告書(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 作業環境測定結果等証明書（平成１６年度～平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄



獣医学系事務部 庶務 RI 作業環境測定結果等証明書（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 作業環境測定結果等証明書（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 作業環境測定結果等証明書（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 施設調査・放射線管理状況報告書（平成１４年度～ 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 実効線量当量及び組織線量当量算定記録（平成１２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 実効線量当量及び組織線量当量算定記録（平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 登録申請書(アイソトープ総合センター）(昭和６３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1988年度 1989/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 登録申請書(アイソトープ総合センター）(平成元年度～１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 登録申請書(工学部・免研・遺伝子）(昭和６３年度～平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1988年度 1989/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 被爆線量当量測定記録(平成元年度～平成１１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 被爆線量当量等報告書綴(平成２年度～平成５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 被爆線量当量報告書(アイソトープ総合センター）(平成元年度～平成４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 被爆線量当量報告書(アイソトープ総合センター）(平成５年度～平成６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 被爆線量当量報告書(アイソトープ総合センター）(平成７年度～平成９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 被爆線量当量報告書(アイソトープ総合センター）(平成１０年度～平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 放射性同位元素等取扱施設調査綴(昭和５９年度～平成８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1984年度 1985/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 放射性同位元素等取扱者登録申請書(昭和６０年度～昭和６３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1985年度 1986/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 放射性同位元素等取扱者登録申請書(平成元年度～平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 RI 放射性同位元素等取扱者名簿(平成元年度～平成１４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 その他 学校施設管理賠償責任保険（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 その他 学校施設管理賠償責任保険（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 その他 学校施設管理賠償責任保険（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 その他 学校施設管理賠償責任保険（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 その他 学校施設管理賠償責任保険（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 その他 北大時報原稿(平成２４～平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 科研 科学研究費補助金(国際学術研究）(平成９年度～平成１０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 科研 科学研究費補助金(平成８年度～平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(昭和６１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学研究科・獣医学部庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(昭和６２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(昭和６３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成元年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 教授会議事録(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 会議等 講座主任会議（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 講座主任会議（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 講座主任会議（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 講座主任会議（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 講座主任会議（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国公立大学獣医学協議会(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国公立大学獣医学協議会(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国公立大学獣医学協議会(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国公立大学獣医学協議会(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国公立大学獣医学協議会(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国立大学農学系学部等事務協議会(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国立大学農学系学部等事務協議会(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国立大学農学系学部等事務協議会(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国立大学農学系学部等事務協議会(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄



獣医学系事務部 庶務 会議等 国立大学農学系学部等事務協議会(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 事務連絡会議資料(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 事務連絡会議資料(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 事務連絡会議資料(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国大学獣医学関係代表者協議会(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国大学獣医学関係代表者協議会(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国大学獣医学関係代表者協議会(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国大学獣医学関係代表者協議会(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国大学獣医学関係代表者協議会(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国農学系学部長会議(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国農学系学部長会議(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国農学系学部長会議(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国農学系学部長会議(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 全国農学系学部長会議(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 北海道・東北地区農学系学部長等会議(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 北海道・東北地区農学系学部長等会議(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 北海道・東北地区農学系学部長等会議(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 北海道・東北地区農学系学部長等会議(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 北海道・東北地区農学系学部長等会議(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国立大学附置研究所・センター長会議(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国立大学附置研究所・センター長会議(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 会議等 国立大学附置研究所・センター長会議(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 組換DNA実験(平成８年度～平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 病原性微生物関係（平成２8年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 病原性微生物関係（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 病原性微生物関係（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 病原性微生物関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 病原性微生物関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 病原性微生物関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 病原性微生物関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 病原性微生物関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 学振(日本学術振興会）(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 学振(日本学術振興会）(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 学振(日本学術振興会）(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 学振(日本学術振興会）(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 学振(日本学術振興会）(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究助成(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究助成(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究助成(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究助成(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 研究協力関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 成果有体物取扱関係(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 成果有体物取扱関係(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 成果有体物取扱関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 成果有体物取扱関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 成果有体物取扱関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 動物実験（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 動物実験（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 動物実験（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 動物実験（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 動物実験（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 動物実験（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 動物実験（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 動物実験（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 動物実験（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄



獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 研究助成 発明関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 客員研究員・外国人客員研究員(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 客員研究員・外国人客員研究員(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 客員研究員・外国人客員研究員(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 客員研究員・外国人客員研究員(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 客員研究員・外国人客員研究員(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 教員公募(平成２４年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 教員公募(平成２５年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 教員公募(平成２６年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 教員公募(平成２７年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 教員公募(平成２８年度) 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 広報・名簿関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 広報・名簿関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 広報・名簿関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 広報・名簿関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 広報・名簿関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 各種委員会(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 各種委員会(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 各種委員会(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 各種委員会(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 各種委員会(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 各種委員会(平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 学校基本調査(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 学校基本調査(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 学校基本調査(平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 学校基本調査(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 学校基本調査(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 学校基本調査(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 学校基本調査(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 学校基本調査(平成２６年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 教員の「教育、管理運営、社会貢献業績」の調査について(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研究科・学部例規集（追録等）(平成１１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研究科・学部例規集（追録等）(平成１２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研究科・学部例規集（追録等）(平成１３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研究科・学部例規集（追録等）(平成１４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研究科・学部例規集（追録等）(平成１５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研究科・学部例規集（追録等）(平成１６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研究科・学部例規集（追録等）(平成１７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研究科・学部例規集（追録等）(平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研究科・学部例規集（追録等）(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研修関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研修関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 研修関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 公印関係綴(昭和４１年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1966年度 1967/4/1 64年 2031/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 構内通行証(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 構内通行証(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 構内通行証(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成１９年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成２０年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成２１年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成２２年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成２３年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成２４年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成２５年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成２６年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成２７年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際規制物質関係(平成２８年度) 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 研究協力 その他 安全保障輸出管理関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務獣医学系事務廃棄
獣医学系事務部 研究協力 その他 安全保障輸出管理関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務獣医学系事務廃棄
獣医学系事務部 研究協力 その他 安全保障輸出管理関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務獣医学系事務廃棄
獣医学系事務部 研究協力 その他 総長の交代に係る届出関係 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務獣医学系事務廃棄
獣医学系事務部 研究協力 その他 家畜個体識別に関する届け出 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2009/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務獣医学系事務廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係（国際交流状況調査）(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係（国際交流状況調査）(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係（国際交流状況調査）(平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄



獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係（国際交流状況調査）(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係（国際交流状況調査）(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 JICA関係（平成２６年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 プロジェクト終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 国際交流協定関係（平成１８年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 獣医療法関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 庶務関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 庶務関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 庶務関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 庶務関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 庶務関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 調査等関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 調査等関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 調査等関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 調査等関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 調査等関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 動物慰霊式関係(平成２４年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31～ 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成１９年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成２０年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成２１年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成２２年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成２３年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成２４年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成２５年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成２６年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成２７年度) 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 輸入禁止品関係(平成２８年度) 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成６年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1994年 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成７年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1995年 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成８年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1996年 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成９年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1997年 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１０年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1998年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１１年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１２年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１３年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１４年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１５年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１６年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１７年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１８年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成１９年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成２０年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成２１年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成２２年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成２３年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成２４年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成２５年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成２６年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 文書収受発送番号簿(平成２７年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2015/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 郵便物発送票(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 郵便物発送票(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 郵便物発送票(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 郵便物発送票(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 郵便物発送票(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 料金後納郵便記録簿(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 料金後納郵便記録簿(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 料金後納郵便記録簿(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 料金後納郵便記録簿(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 文書収受発送 料金後納郵便記録簿(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄



獣医学系事務部 人事 その他 共済関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 共済関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 共済関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 共済関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 共済関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 各種保険関係（団体・傷害）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 各種保険関係（団体・傷害）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 各種保険関係（団体・傷害）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 各種保険関係（団体・傷害）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 各種保険関係（団体・傷害）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 勤労統計調査(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 勤労統計調査(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 健康診断関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 健康診断関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 併任・兼業(平成９年度～平成１５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 併任・兼業台帳(平成１４年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 兼業終了後3年 未定 電子（PC） 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成１６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成１７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2016/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 兼業関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 公務・通勤災害(昭和５１年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1976年度 1977/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 財形貯蓄(平成５年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 財形貯蓄記録簿(平成７年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 獣医臨床教授(平成２２～２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 総長選挙(平成７年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1995年 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 非常勤講師(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 非常勤講師(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 非常勤講師(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 非常勤講師(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 非常勤講師(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請（システム外）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請１（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請２（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請（システム外）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請１（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請２（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請（システム外）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請１（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請２（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 旅行申請（システム外）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 労災関係(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 労災関係(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 労災関係(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 労災関係(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 労災関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 労災関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 その他 労災関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 期末・勤勉(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 期末・勤勉(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 期末・勤勉(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 期末・勤勉(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 期末・勤勉(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 給与関係(平成１９年度）（「普通昇給」ファイルを統合） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 給与関係(平成２０年度）（「普通昇給」ファイルを統合） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 給与関係(平成２１年度）（「普通昇給」ファイルを統合） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 勤務時間報告書(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 勤務時間報告書(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 勤務時間報告書(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 勤務時間報告書(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 月例・諸手当入力関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 月例・諸手当入力関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄



獣医学系事務部 人事 給与 月例・諸手当入力関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 時間外労働命令簿(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 時間外労働命令簿(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 時間外労働命令簿(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 時間外労働命令簿(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 大学院・俸給の調整額(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 大学院・俸給の調整額(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 大学院・俸給の調整額(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 大学院・俸給の調整額(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 大学院・俸給の調整額(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 諸手当ホルダー(定員内）（平成１４年度以降各手当認定簿へ移行） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1969年 1970/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 住居手当認定簿 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 単身赴任手当認定簿 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 通勤手当認定簿 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 非常勤職員諸手当認定簿 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1969年度 1970/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与 扶養手当認定簿 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 出勤簿(平成２４年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 出勤簿(平成２５年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 出勤簿(平成２６年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 出勤簿(平成２７年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 出勤簿(平成２８年） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 振替・代休通知簿，欠勤届（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 振替・代休通知簿，欠勤届（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 振替・代休通知簿，欠勤届（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 年休休暇簿・特休休暇簿（正職員）（平成２６年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 年休休暇簿・特休休暇簿（正職員）（平成２７年） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 年休休暇簿・特休休暇簿（正職員）（平成２８年） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 年休休暇簿・特休休暇簿（非常勤職員）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 年休休暇簿・特休休暇簿（非常勤職員）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 給与簿 年休休暇簿・特休休暇簿（非常勤職員）（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 ティーチング・アシスタント(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 ティーチング・アシスタント(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 ティーチング・アシスタント(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 ティーチング・アシスタント/ティーチング・フェロー(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 ティーチング・アシスタント/ティーチング・フェロー(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 リサーチ・アシスタント（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 リサーチ・アシスタント（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 リサーチ・アシスタント（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 リサーチ・アシスタント（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 リサーチ・アシスタント（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(昭和６１年度～平成２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1986年度 1987/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成３年度～平成５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1991年度 1992/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成６年度～平成８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成９年度～平成１０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成１１年度～平成１２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成１３年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成１５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成１６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成１７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 学部長・評議員・病院長選挙関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 叙位叙勲関係(平成１４年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 18年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事管理システム取扱要項(平成１１年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係事項の説明聴取資料（平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄



獣医学系事務部 人事 任用 人事関係通知（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事関係例規(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 人事記録ホルダー(定員内） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1969年 1970/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 人事 任用 人事記録ホルダー(非常勤） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1969年度 1970/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 退職者等人事記録 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1957年 1958/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 人事 任用 退職者等人事記録(非常勤） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 長期病休者報告書(平成２４年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31～ 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（定員内）(平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（定員内）(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（定員内）(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（定員内）(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（定員内）(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（定員内）(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（定員内）(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（定員内）(平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（契約職員・短時間勤務職員）(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 任免関係（契約職員・短時間勤務職員）(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 非常勤職員（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 非常勤職員（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 非常勤職員（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 非常勤職員（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 非常勤職員（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 非常勤職員（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 非常勤職員（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 非常勤職員（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 短期支援員（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 人事 任用 ユニバーシティプロフェッサー関係（喜田　宏） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 庶務 庶務 個人情報保護・法人文書管理・情報開示関係（平成27年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 個人情報保護・法人文書管理・情報開示関係（平成28年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 構内入構証・ICカード（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 構内入構証・ICカード（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 庶務 庶務 構内入構証・ICカード（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 ＩＬＬ 文献複写・貸借依頼票（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 ＩＬＬ 文献複写・貸借依頼票（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 資産管理 蔵書点検関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 資産管理 蔵書点検関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 資産管理 蔵書点検関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 資産管理 蔵書点検関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 図書担当 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 その他 統計・調査関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 その他 統計・調査関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 その他 統計・調査関係（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 その他 統計・調査関係（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 その他 学術情報基盤実態調査（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 閲覧・貸出 一時貸出名簿（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 学術情報委員会議事録（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 学術情報委員会議事録（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 学術情報委員会議事録（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 学術情報委員会議事録（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 学術情報委員会（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 学術情報委員会（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 学術情報委員会（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 図書担当 201６年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 紀要編集委員会議事録（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 紀要編集委員会議事録（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 紀要編集委員会議事録（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 紀要編集委員会議事録（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 紀要編集委員会（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 紀要編集委員会（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/2 10年 2026/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 会議等 紀要編集委員会（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/2 10年 2027/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 紀要 紀要原簿 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 1959年度 1959/4/1 常用 未定 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 副総括文書管理者が判断
獣医学系事務部 図書 紀要 紀要送付先一覧（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 紀要 紀要送付先一覧（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 紀要 紀要送付先一覧（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 紀要 紀要送付先一覧（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 紀要 紀要送付先一覧（平成２８年度） 獣医学系事務部事務長 図書担当 201６年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 廃棄
獣医学系事務部 図書 物品管理 図書管理簿供用簿（昭和６１年度～平成１５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 図書担当 1996年度 1997/4/1  大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 図書事務室 獣医学系事務部事務長 獣医学系事務部　図書担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター 国際疫学部門 国際疫学部門 遺伝子組換え生物等処分記録簿 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 実験室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 国際疫学部門 国際疫学部門 ウイルス株台帳 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 電子（PC） 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄



人獣共通感染症リサーチセンター バイオインフォマティクス部門 バイオインフォマティクス部門 受託研究費研究進捗報告書（平成２４年度上半期） 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター バイオインフォマティクス部門 バイオインフォマティクス部門 受託研究費研究進捗報告書（平成２４年度下半期） 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター バイオリソース部門 バイオリソース部門 毒劇物受払簿 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 P2実験室2 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 感染・免疫部門 感染・免疫部門 平成２４年度科学研究費補助金実績報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 感染・免疫部門 感染・免疫部門 平成２５年度科学研究費補助金実績報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 感染・免疫部門 感染・免疫部門 平成２５年度科学研究費補助金成果報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 感染・免疫部門 感染・免疫部門 平成２６年度科学研究費補助金実績報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 感染・免疫部門 感染・免疫部門 平成２６年度科学研究費補助金成果報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 危機分析・対応室 学術研究助成基金助成金実施状況報告書（平成２５年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 国際協力・教育部門 国際協力・教育部門 科学研究費補助金成果報告書（平成２４年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 国際協力・教育部門 国際協力・教育部門 科学研究費補助金成果報告書（平成２８年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 国際協力・教育部門 国際協力・教育部門 科学研究費補助金実績報告書（平成２８年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 ウイルス株台帳 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２４年度科学研究費補助金研究成果報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２５年度科学研究費補助金研究成果報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２６年度科学研究費補助金研究成果報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２７年度科学研究費補助金研究成果報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 菌株台帳 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２４年度科学研究費補助金実績報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２４年度厚生労働科学研究補助金報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２４年度受託研究費報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２５年度科学研究費補助金実績報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２５年度厚生労働科学研究補助金報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２５年度受託研究費報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２６年度科学研究費補助金実績報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２６年度厚生労働科学研究補助金報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２６年度受託研究費報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２７年度科学研究費補助金実績報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２７年度厚生労働科学研究補助金報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２７年度受託研究費報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２８年度科学研究費補助金実績報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２８年度厚生労働科学研究補助金報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門 分子病態・診断部門 平成２８年度受託研究費報告書 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 人獣共通感染症リサーチセンター長 教員 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 管理室 共通機器利用報告書　 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2016年度 2017/4/1 １年 2018/3/31 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 会議関係 センター連絡会（平成２７年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2015年度 2016/4/1 ５年 2021/3/31 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 会議関係 センター連絡会（平成２８年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2016年度 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 管理室 郵便物発送票（平成２４年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2012年度 2013/4/1 ５年 2018/3/31 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 管理室 郵便物発送票（平成２５年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2013年度 2014/4/1 ５年 2019/3/31 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 管理室 郵便物発送票（平成２６年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2014年度 2015/4/1 ５年 2020/3/31 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 管理室 郵便物発送票（平成２７年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2015年度 2016/4/1 ５年 2021/3/31 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 管理室 郵便物発送票（平成２８年度） 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2016年度 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 管理室 入館・ICカード交付登録簿（平成２８年度～） 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2016年度 2017/4/1 登録職員の退職まで 未定 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター 管理室 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター入館システム登録願 人獣共通感染症リサーチセンター長 管理室 2016年度 2017/4/1 登録職員の退職まで 未定 紙 管理室 人獣共通感染症リサーチセンター長 獣医学研究科・獣医学部事務長 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 帳簿関係 科学研究費補助金帳簿（平成２６年度） 獣医学系事務部長 研究支援担当 2016年度 2017/4/1 補助金の交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 研究助成(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 研究助成(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 研究助成(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 研究助成(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 研究助成(平成２６年度） 獣医学系事務部長 研究支援担当 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２６年度） 獣医学系事務部長 研究支援担当 2015年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 科研 科学研究費補助金(平成２６年度） 獣医学系事務部長 研究支援担当 2015年度 2017/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 産学連携支出関係 債務計上票（平成２６年度） 獣医学系事務部長 研究支援担当 2015年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄



人獣共通感染症リサーチセンター事務 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 研究支援担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 契約関係 受託・共同研究 産学連携等研究費契約締結伺（平成２６年度） 獣医学系事務部長 研究支援担当 2015年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　研究支援担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算の増減額について（平成２８年度） 獣医学系事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 予算 予算配当関係 支出予算配当書（平成２８年度） 獣医学系事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 国立学校特別会計支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 国立学校特別会計支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 支出関係 債務計上票（営繕・工事）（平成２８年度） 獣医学系事務部長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 支出関係 科学研究補助金支出関係 債務計上票（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター新営機械設備獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター新営機械設備獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター新営機械設備獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター新営電気設備獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター新営電気設備獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター新営電気設備獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター新営工事完成獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症拠点施設新営機械設備工事完獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症拠点施設新営機械設備工事完獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症拠点施設新営機械設備工事しゅ獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症拠点施設新営電気設備工事完獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症拠点施設新営電気設備工事完獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症拠点施設新営電気設備工事しゅ獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 営繕関係 図面関係 北海道大学人獣共通感染症拠点施設新営工事完成図 獣医学研究科・獣医学部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター 営繕関係 図面関係 北海道人獣共通感染症リサーチセンター新営エレベーター工事　完成図書 獣医学研究科・獣医学部事務長 人獣センター管理室 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後５年 未定 紙 管理室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　会計担当 副総括文書管理者が判断
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 組換DNA実験(平成１７年度～平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 研究助成 遺伝子組換え実験関係（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 科研 科学研究費補助金(平成１７年度～平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 研究終了後5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 共同利用・共同研究拠点 共同利用・共同研究拠点関係（平成２０年度～平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 拠点認定終了から5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 共同利用・共同研究拠点 共同利用・共同研究拠点関係（平成２２年度～平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2010/4/1 拠点認定終了から5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 共同利用・共同研究拠点 共同利用・共同研究拠点関係（平成２４年度～平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 拠点認定終了から5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 共同利用・共同研究拠点 共同利用・共同研究拠点関係（平成２６年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2014/4/1 拠点認定終了から5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 共同利用・共同研究拠点 共同利用・共同研究拠点関係（平成２８年度～） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2016年度 2016/4/1 拠点認定終了から5年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 その他 兼業関係(平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2016年度 2016/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 庶務 人獣共通感染症リサーチセンター例規集 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 任免関係（人獣・非正規職員）(平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 任免関係（人獣・非正規職員）(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 任免関係（人獣センター）(平成１８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 任免関係（人獣センター）(平成１９年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 任免関係（人獣センター）(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 任免関係（人獣センター）(平成２０年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 非常勤職員（平成２１年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 非常勤職員（平成２２年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 非常勤職員（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 非常勤職員（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 非常勤職員（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 非常勤職員（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 非常勤職員（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 人事 任用 非常勤職員（平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2016年度 2016/4/1 10年 2036/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（平成２３年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄



人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（平成２４年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（システム外）（平成２５年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（システム外）（平成２６年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（システム外）（平成２７年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
人獣共通感染症リサーチセンター事務 庶務 その他 旅行申請（システム外）（平成２８年度） 獣医学研究科・獣医学部事務長 庶務担当 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 獣医学系事務部長 獣医学系事務部　庶務担当 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋生物科学科 海洋生物科学科 卒業論文（平成24年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋生物科学科 海洋生物科学科 卒業論文（平成25年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋生物科学科 海洋生物科学科 卒業論文（平成26年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋生物科学科 海洋生物科学科 卒業論文（平成27年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋生物科学科 海洋生物科学科 卒業論文（平成28年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋資源科学科 海洋資源科学科 卒業論文（平成24年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋資源科学科 海洋資源科学科 卒業論文（平成25年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋資源科学科 海洋資源科学科 卒業論文（平成26年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋資源科学科 海洋資源科学科 卒業論文（平成27年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 海洋資源科学科 海洋資源科学科 卒業論文（平成28年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 増殖生命科学科 増殖生命科学科 卒業論文（平成24年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 増殖生命科学科 増殖生命科学科 卒業論文（平成25年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 増殖生命科学科 増殖生命科学科 卒業論文（平成26年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 増殖生命科学科 増殖生命科学科 卒業論文（平成27年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 増殖生命科学科 増殖生命科学科 卒業論文（平成28年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 資源機能化学科 資源機能化学科 卒業論文（平成24年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 資源機能化学科 資源機能化学科 卒業論文（平成25年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 資源機能化学科 資源機能化学科 卒業論文（平成26年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 資源機能化学科 資源機能化学科 卒業論文（平成27年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学研究院・水産学部 資源機能化学科 資源機能化学科 卒業論文（平成28年度） 水産科学研究院長・水産学部長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学研究院長・水産学部長 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋生物学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋生物学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 資源生物学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 資源生物学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋環境科学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋環境科学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋資源計測学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋産業科学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋生物資源保全管理学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋生物資源保全管理学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋計測学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 水産工学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋共生学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 増殖生物学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 増殖生物学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 育種生物学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 育種生物学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 海洋生物工学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 海洋生物工学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 生物資源化学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 生物資源化学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 生物資源利用学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 安全管理保障科学講座 修士論文（平成24年度） 水産科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 安全管理保障科学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産食品科学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産資源開発工学講座 修士論文（平成25年度） 水産科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋生物学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 資源生物学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋環境科学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋生物資源保全管理学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋計測学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 水産工学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋共生学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 増殖生物学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 育種生物学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 海洋生物工学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 生物資源化学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 安全管理保障科学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産食品科学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産資源開発工学講座 修士論文（平成26年度） 水産科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋生物学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋生物学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 資源生物学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 資源生物学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋環境科学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋環境科学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋生物資源保全管理学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋計測学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋計測学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 水産工学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 水産工学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄



水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋共生学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋生物資源科学専攻 海洋共生学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 増殖生物学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 増殖生物学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 育種生物学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 育種生物学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 海洋生物工学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 海洋生物工学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 生物資源化学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 生物資源化学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 安全管理保障科学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産食品科学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産食品科学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産資源開発工学講座 修士論文（平成27年度） 水産科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
水産科学院 海洋応用生命科学専攻 水産資源開発工学講座 修士論文（平成28年度） 水産科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 水産科学院 教員 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成16年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 安全衛生管理 安全衛生管理関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成16年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 過半数代表 過半数代表 過半数代表候補者関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 健康管理（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 健康管理（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 健康管理（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 健康管理（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 健康管理（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 裁量労働従事者自己診断カード（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 点検評価関係 報告書 自己点検評価報告書（平成6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 点検評価関係 報告書 自己点検評価報告書（平成8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 点検評価関係 報告書 自己点検評価報告書（平成10年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 点検評価関係 報告書 自己点検評価報告書（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 点検評価関係 報告書 自己点検評価報告書（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 点検評価関係 報告書 自己点検評価報告書（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 出張 派遣・依頼 職員の派遣・依頼等（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 派遣・依頼 職員の派遣・依頼等（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 派遣・依頼 職員の派遣・依頼等（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 派遣・依頼 職員の派遣・依頼等（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 派遣・依頼 職員の派遣・依頼等（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事・式典 記念事業 水産学部創基100周年記念事業関係 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年 2006/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成16年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄



函館キャンパス事務部 就業規則 船員 船員就業規則（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 全国会議（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 全国会議（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 全国会議（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 全国会議（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 全国会議（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 大学情報データベース 大学情報データベース関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 大学情報データベース 大学情報データベース関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 大学情報データベース 大学情報データベース関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 大学情報データベース 大学情報データベース関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用関係書類・原議書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用関係書類・原議書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用関係書類・原議書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用関係書類・原議書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用関係書類・原議書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用台帳（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用台帳（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用台帳（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用台帳（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 テイーチングアシスタント任用台帳（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 手当 入試手当・学位論文審査手当関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 人間ドック（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 人間ドック（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 人間ドック（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 人間ドック（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 健康管理 人間ドック（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 ホームページ ホームページ関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 ホームページ ホームページ関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 ホームページ ホームページ関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 北大時報関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 北大時報関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 北大時報関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 北大時報関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 北大時報関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報 概要 北海道大学概要関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報 概要 北海道大学概要関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報 概要 北海道大学概要関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報 概要 北海道大学概要関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報 概要 北海道大学概要関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 名義後援 名義後援 名義後援関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 名義後援 名義後援 名義後援関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 名義後援 名義後援 名義後援関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 名義後援 名義後援 名義後援関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 名義後援 名義後援 名義後援関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント任用関係書類・原議書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント任用関係書類・原議書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント任用関係書類・原議書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント任用関係書類・原議書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 リサーチアシスタント任用関係書類・原議書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 委嘱依頼・発令に関する原議書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 委嘱依頼・発令に関する原議書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 委嘱依頼・発令に関する原議書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 委嘱依頼・発令に関する原議書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 委嘱依頼・発令に関する原議書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 自動車運行関係 自動車運転指定者名簿 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄



函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 永年勤続者表彰(20年・退職時) 永年勤続者表彰（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 海外出張・海外研修 海外渡航（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 海外出張・海外研修 海外渡航（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 海外出張・海外研修 海外渡航（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 海外出張・海外研修 海外渡航（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 海外出張・海外研修 海外渡航（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 点検評価関係 報告書 外部評価報告書（平成11年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 点検評価関係 報告書 外部評価報告書（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 調査 学校基本調査（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 学校基本調査（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 学校基本調査（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 学校基本調査（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 学校基本調査（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（昭和56年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1981年 1982/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（昭和58年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1983年 1984/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（昭和60年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1985年 1986/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（昭和62年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1987年 1988/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成元年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1989年 1990/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成3年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1991年 1992/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成5年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1993年 1994/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成7年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成9年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1997年 1998/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成11年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年 2000/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成15年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年 2004/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成18年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年 2007/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成20年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年 2009/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成22年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年 2011/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 部局長選挙 部局長選挙 部局長候補者選挙関係書類（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 機構・定員 機構 技術職員の組織化に関する書類（平成4～13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 機構・定員 機構 技術専門職導入に関する書類 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇等使用状況報告書（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇等使用状況報告書（平成25年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇等使用状況報告書（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇等使用状況報告書（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇等使用状況報告書（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（昭和56年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（昭和57年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（昭和58年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（昭和59年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（昭和60年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（昭和61年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（昭和62年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（昭和63年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成元年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成2年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成3年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成4年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成7年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成9年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成10年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成11年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成15年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成16年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教授会議事録（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定総括表（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定総括表（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定総括表（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定総括表（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 勤務評定 勤務評定実施関係 勤務評定総括表（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 金融機関提出書類 勤務先控（一般）（平成7年～） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 金融機関提出書類 勤務先控（住宅）（平成7年～） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 金融機関提出書類 勤務先控（年金）（平成7年～） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 兼業 兼業許可申請書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 兼業終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研修 国内研修・海外研修 研修承認申請書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研修 国内研修・海外研修 研修承認申請書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研修 国内研修・海外研修 研修承認申請書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 公印 公印 公印使用簿（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 公印 公印 公印使用簿（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 公印 公印 公印使用簿（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 公印 公印 公印使用簿（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 公印 公印 公印使用簿（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 災害補償 災害補償認定・通知 公務災害関係 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 完結の日から3年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 役員会（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 役員会（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 役員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 役員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 役員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 役員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 執行会議（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（一般）記録簿（平成7年～） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（住宅）記録簿（平成7年～） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 解約等から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄（年金）記録簿（平成7年～） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 積立満了等から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1970年 1971/1/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 諸手当関係 住居手当 住居届（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1970年 1971/1/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康・安全 調査・回答・報告 重大事故（おしょろ丸転落事故） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成25年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年 2017/1/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 国内出張・海外出張 出張命令申請書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 国内出張・海外出張 出張命令申請書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 国内出張・海外出張 出張命令申請書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 国内出張・海外出張 出張命令申請書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 出張 国内出張・海外出張 出張命令申請書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 庶務関係調査（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄



函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 叙位叙勲 叙位叙勲（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 情報公開 情報公開関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 身上調書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 調査・報告 障害者雇用状況報告（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 調査・報告 障害者雇用状況報告（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 調査・報告 障害者雇用状況報告（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 調査・報告 障害者雇用状況報告（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 調査・報告 障害者雇用状況報告（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 人事関係調査（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 人事関係調査（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 人事関係調査（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 人事関係調査（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 調査 人事関係調査（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 法令 本部局の規程等 部局例規関係綴（昭和56年～） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 行事・式典 記念事業 創基１２０周年記念事業関係 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 行事・式典 記念事業 創基１２５周年記念事業関係 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 点検評価関係 報告書 大学における水産教育の改善に関する調査報告書（平成4年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 単価決定資料・原議書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 単価決定資料・原議書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 単価決定資料・原議書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 単価決定資料・原議書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 単価決定資料・原議書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年 1995/1/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任届 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年 1995/1/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 職員団体 団体交渉 団体交渉 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成25年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 超過勤務等命令簿（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1970年 1971/1/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1970年 1971/1/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 分限及び懲戒 分限，懲戒関係 顛末報告書（昭和45年～） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 評価委員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 評価委員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 評価委員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 評価委員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 評価委員会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 発令通知書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 発令通知書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 発令通知書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 発令通知書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 人事異動関係 人事異動 発令通知書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格喪失確認通知（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格喪失確認通知（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格喪失確認通知（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄



函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格喪失確認通知（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格喪失確認通知（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格喪失確認通知（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格喪失確認通知（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者資格喪失確認通知（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者標準報酬改定通知書（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者標準報酬改定通知書（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者標準報酬改定通知書（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者標準報酬改定通知書（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者標準報酬改定通知書（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者標準報酬改定通知書（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者標準報酬改定通知書（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 被保険者標準報酬改定通知書（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 賞与等支払届（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 賞与等支払届（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 賞与等支払届（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 賞与等支払届（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 賞与等支払届（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 賞与等支払届（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 賞与等支払届（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格取得届（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格取得届（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格取得届（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格取得届（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格取得届（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格取得届（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格取得届（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格喪失届（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格喪失届（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格喪失届（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格喪失届（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格喪失届（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格喪失届（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者資格喪失届（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 雇用保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤講師 非常勤講師任用（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用台帳（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用台帳（平成25年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用台帳（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用台帳（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 非常勤職員 非常勤職員任用台帳（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（昭和56年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1981年 1982/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（昭和58年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1983年 1984/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（昭和59年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1984年 1985/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（昭和60年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1985年 1986/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（昭和62年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1987年 1988/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成元年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1989年 1990/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成3年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1991年 1992/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成4年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1992年 1993/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成5年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1993年 1994/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成7年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成9年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1997年 1998/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成11年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年 2000/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成13年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年 2002/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成15年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年 2004/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成18年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年 2007/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成20年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年 2009/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成22年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年 2011/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 評議員選挙 評議員選挙 評議員候補者選挙関係書類（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄



函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成25年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 病気休暇報告（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1971年 1972/1/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1971年 1972/1/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 定員内職員 部局長等選考報告書（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 定員内職員 部局長等選考報告書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 任免関係 定員内職員 部局長等選考報告書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成6年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成7年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成8年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成9年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成10年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成11年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成12年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成13年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成14年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成１5年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成１6年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成１7年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成１8年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成１9年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成20年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成21年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成22年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成23年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成25年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大水）（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（昭和56年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1981年 1982/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（昭和60年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1985年 1986/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（昭和61年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1986年 1987/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（昭和62年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1987年 1988/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成元年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1989年 1990/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成2年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1990年 1991/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成3年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1991年 1992/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成4年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1992年 1993/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成5年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1993年 1994/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成6年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年 1995/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成7年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1996年 1997/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成8年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1997年 1998/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成11年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年 2000/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成12年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年 2001/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成13年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年 2002/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成14年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年 2003/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成15年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年 2004/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成16年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2004年 2005/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成17年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2005年 2006/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成18年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2006年 2007/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成19年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2007年 2008/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成20年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2008年 2009/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成21年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2009年 2010/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成22年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2010年 2011/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成23年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2011年 2012/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2012年 2013/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授称号授与（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 文書処理 文書発送 郵便物差出票（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 法令 例規・規程 例規・規程関係 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2000年 2001/1/1 常用 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 歴代名誉教授一覧（昭和45年～） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年 2001/1/1 常用 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部庶務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 寄附金関係 奨学寄附金受入申請書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 寄附金関係 奨学寄附金受入申請書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 寄附金関係 奨学寄附金受入申請書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 寄附金関係 奨学寄附金受入申請書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 寄附金関係 奨学寄附金受入申請書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査 文部省 国際交流状況調査（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成17年度) 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成18年度) 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成19年度) 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成20年度) 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成21年度) 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 公開講座委員会(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成4年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成7年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成9年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成10年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成11年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成１5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成１6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成１7年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成１8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成１9年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 組換えＤＮＡ実験安全管理委員会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 放射線障害予防安全委員会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資料 本学部及び研究科の資料 北海道大学大学院水産科学研究科・水産学部概要 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資料 本学部及び研究科の資料 北海道大学大学院水産科学研究科・水産学部広報 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 広報 概要 学部概要関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報 概要 学部概要関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報 概要 学部概要関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報 概要 学部概要関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報 概要 学部概要関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 R・Ｉ関係（昭和59年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（昭和60年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（昭和61年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（昭和62年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（昭和63年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成元年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成2年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成3年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成4年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成7年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成9年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成10年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成11年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成１5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成１6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成１7年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成１8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成１9年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 Ｒ・Ｉ関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素等教育訓練（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素等教育訓練（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素等教育訓練（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素等教育訓練（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 放射性同位元素等教育訓練（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 エックス線（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 麻薬・向精神薬（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄



函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 国際規制物資（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成4年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成7年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成9年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成10年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成11年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 動物実験 動物実験関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 病原性微生物 病原性微生物取扱関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 病原性微生物 病原性微生物取扱関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 病原性微生物 病原性微生物取扱関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 病原性微生物 病原性微生物取扱関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 病原性微生物 病原性微生物取扱関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 受託研究員（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 7年 2018/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 産学官連携関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 産学官連携関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 産学官連携関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 産学官連携関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 産学官連携関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 大学開放事業 JST JST地域の科学舎推進事業（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金計画調書（平成29年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金中核的拠点形成プログラム（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 2018/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 2019/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 2020/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 外部資金 ひらめき☆ときめきサイエンス（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 外部資金 ひらめき☆ときめきサイエンス（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 外部資金 ひらめき☆ときめきサイエンス（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 事業終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 交流協定関係 大学間・部局間交流協定 大学間交流協定関係（平成12年度～） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式に係わる事務手続き関係（平成１３年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式に係わる事務手続き関係（平成１４年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外国人研究者受入事業 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外国人研究者受入事業 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外国人研究者受入事業 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外国人研究者受入事業 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外国人研究者受入事業 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係　　（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 出張・来学者 訪問外国人研究者（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 出張・来学者 訪問外国人研究者（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 出張・来学者 訪問外国人研究者（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２７年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 国際交流委員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 国際交流委員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 国際交流委員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 国際交流委員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 国際交流委員会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 学校訪問（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 学校訪問（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 学校訪問（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 学校訪問（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 広報・情報公開 広報 学校訪問（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄



函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 水産科学院海外渡航支援事業(平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 水産科学院海外渡航支援事業(平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 水産科学院海外渡航支援事業(平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 水産科学院海外渡航支援事業(平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 研究大学強化促進事業(平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 事業終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 研究大学強化促進事業(平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 事業終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学術研究助成 補助金 研究大学強化促進事業(平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 事業終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究施設 海外拠点 シンガポール・オフィス（準備室）(平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究施設 海外拠点 シンガポール・オフィス（準備室）(平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 利益相反マネジメント 利益相反マネジメント関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 利益相反マネジメント 利益相反マネジメント関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 利益相反マネジメント 利益相反マネジメント関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 利益相反マネジメント 利益相反マネジメント関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 包括連携(平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断

函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 連携協定(平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
「包括連携」
から名称変

函館キャンパス事務部 産学官連携 産学官連携 連携協定(平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 研究施設 学外研究施設 国際水産・海洋総合研究センター関係(平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究施設 学外研究施設 国際水産・海洋総合研究センター関係(平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究施設 学外研究施設 国際水産・海洋総合研究センター関係(平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 大学開放事業 人材養成 「海のナビゲーター」・「海のプロデューサー」人材養成プログラム(平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 大学開放事業 人材養成 「海のナビゲーター」・「海のプロデューサー」人材養成プログラム(平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 大学開放事業 人材養成 「海の宝をめぐる学びと冒険　マリン・ラーニング」(平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断

函館キャンパス事務部 教育実施
単位互換
→広報 キャンパス・コンソーシアム函館関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長

研究協力担当
（教務から移管） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断

函館キャンパス事務部 教育実施
単位互換
→広報 キャンパス・コンソーシアム函館関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断

函館キャンパス事務部 その他 受託事業 JICA関係（平成２４年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 受託事業 JICA関係（平成２５年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 受託事業 JICA関係（平成２６年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 受託事業 JICA関係（平成２７年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 受託事業 JICA関係（平成２８年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄

函館キャンパス事務部 各種申請 許可申請書
特別採捕許可申請書（平成26年度）
（H28.4.1以降研協管理）

函館キャンパス事務部事務長
研究協力担当
（庶務から移管） 2014年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄

函館キャンパス事務部 研究倫理 研修 研究倫理教育（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究倫理 研修 研究倫理教育（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究倫理 研修 研究倫理教育（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究倫理 研修 研究活動に関する不正防止研修（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究倫理 研修 研究活動に関する不正防止研修（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究倫理 研修 研究活動に関する不正防止研修（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究倫理 研修 研究活動に関する不正防止研修（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究倫理 研修 人を対象とする医学系研究に関する倫理教育研修（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 研究倫理 研修 人を対象とする医学系研究に関する倫理教育研修（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部研究協力担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 ＡＯ入試・帰国子女入試 ＡＯ入試・帰国子女入試関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 ＡＯ入試・帰国子女入試 ＡＯ入試・帰国子女入試関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 ＡＯ入試・帰国子女入試 ＡＯ入試・帰国子女入試関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 ＡＯ入試・帰国子女入試 ＡＯ入試・帰国子女入試関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 ＡＯ入試・帰国子女入試 ＡＯ入試・帰国子女入試関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 経年変化確認の統計調査 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 その他調査・照会関係 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 経年変化確認の統計調査 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 その他調査・照会関係 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 経年変化確認の統計調査 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 その他調査・照会関係 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 経年変化確認の統計調査 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 その他調査・照会関係 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 経年変化確認の統計調査 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査 各種統計調査 その他調査・照会関係 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 大学院入学式（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 大学院入学式（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 大学院入学式（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 証明書 各種証明書 各種証明書申込書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 証明書 各種証明書 各種証明書申込書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 証明書 各種証明書 各種証明書申込書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館単位互換関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館単位互換関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館単位互換関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館単位互換関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館単位互換関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 キャンパス・コンソーシアム函館単位互換関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 行事 行事 キャンパス移行式及びガイダンス（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 キャンパス移行式及びガイダンス（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 キャンパス移行式及びガイダンス（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 研究科委員会議事録（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 研究科委員会議事録（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 研究科委員会議事録（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 研究科委員会議事録（平成15年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 研究科委員会議事録（平成16年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 研究科委員会議事録（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部学生便覧等 シラバス（学部） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部学生便覧等 学生便覧（学部） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部学生便覧等 学生便覧（学部） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部学生便覧等 学生便覧（学部） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部学生便覧等 学生便覧（学部） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部学生便覧等 学生便覧（学部） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部学生便覧等 学生便覧（学部） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院学生便覧等 学生便覧・シラバス（大学院） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院学生便覧等 学生便覧・シラバス（大学院） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院学生便覧等 学生便覧・シラバス（大学院） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院学生便覧等 学生便覧（大学院） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院学生便覧等 学生便覧（大学院） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院学生便覧等 学生便覧（大学院） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院学生便覧等 学生便覧（大学院） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職科目履修関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 一括申請関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 一括申請関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 一括申請関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 一括申請関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職課程一括申請関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職課程一括申請関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職課程一括申請関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職課程一括申請関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職課程一括申請関係（平成2７年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 教職課程一括申請関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成2７年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 教育職員免許 課程認定申請・変更届（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資格認定関係 講習関係 教員免許状更新講習関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 講習関係 教員免許状更新講習関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 講習関係 教員免許状更新講習関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 講習関係 教員免許状更新講習関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 講習関係 教員免許状更新講習関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成１9年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄



函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 行事 学位記（学士・修士・博士）授与式関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 ＦＤ関係 ファカルティ・デベロップメント関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 ＦＤ関係 ファカルティ・デベロップメント関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 ＦＤ関係 ファカルティ・デベロップメント関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 証明書 成績関係 学位授与証明書交付願（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 証明書 成績関係 学位授与証明書交付願（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 証明書 成績関係 学位授与証明書交付願（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位論文台帳 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学位 学位 学位記台帳（学士，修士，博士） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 1959年度 1960/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 ２年次進級・学科分属・キャンパス移行関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 ２年次進級・学科分属・キャンパス移行関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 ２年次進級・学科分属・キャンパス移行関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 ２年次進級・学科分属・キャンパス移行関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 ２年次進級・学科分属・キャンパス移行関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（学部） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（大学院） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍簿 学籍簿（特設専攻科） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 学部学生の除籍 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 法令・規程 規程 規程改正関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成2７年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 休学願・復学願・退学願（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教務委員会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 非正規生 研究生・科目履修生・聴講生関係 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1976年 1977/1/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 私費外国人留学生入試 私費外国人留学生入試関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 私費外国人留学生入試 私費外国人留学生入試関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 私費外国人留学生入試 私費外国人留学生入試関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 私費外国人留学生入試 私費外国人留学生入試関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 授業関係 授業計画・時間割（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄



函館キャンパス事務部 教育実施 授業関係 授業計画・時間割（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 授業関係 授業計画・時間割（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 授業関係 授業計画・時間割（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 授業関係 授業計画・時間割（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 乗船申請書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 乗船申請書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 乗船申請書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 乗船申請書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 乗船申請書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 成績保管表（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 成績保管表（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 成績保管表（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 成績保管表（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 成績保管表（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 成績関係 成績原簿（学部） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1952年度 1953/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 成績関係 成績原簿（大学院） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 成績関係 成績原簿（特設専攻科） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1953年度 1954/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 成績関係 成績表（科目等履修生等） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 全学教育関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 全学教育関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 全学教育関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 全学教育関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 全学教育関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 総合教育部関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 総合教育部関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 総合教育部関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 総合教育部関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 総合教育部関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 新入生関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 新入生関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 新入生関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 新入生関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 新入生関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（学部）（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（学部）（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（学部）（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（学部）（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（学部）（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 卒業 卒業生台帳 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1910年 1911/1/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 指導委託 大学院学生の研究指導委託（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 指導委託 大学院学生の研究指導委託（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 指導委託 大学院学生の研究指導委託（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 指導委託 大学院学生の研究指導委託（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 指導委託 大学院学生の研究指導委託（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 大学院学生の除籍 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生出張派遣等（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生出張派遣等（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生出張派遣等（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生出張派遣等（平成2７年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生出張派遣等（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生旅行届（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生旅行届（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生旅行届（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生旅行届（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学生の出張 大学院学生旅行届（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学位 修了 大学院修士課程修了者名簿 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1955年度 1956/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入学願書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試問題（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次入学試験（後期日程）関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次入学試験（後期日程）関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次入学試験（後期日程）関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次入学試験（後期日程）関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 第２次入学試験等 第２次入学試験（後期日程）関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 入試広報関係 入試広報関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 入試広報関係 入試広報関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 入試広報関係 入試広報関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 入試広報関係 入試広報関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 入試広報関係 入試広報関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 単位互換制度に基づく特別聴講学生の受入れに関する協定について（平成１２年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 単位互換制度に基づく特別聴講学生の受入れに関する協定について（平成１３年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 単位互換制度に基づく特別聴講学生の受入れに関する協定について（平成１４年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 単位互換制度に基づく特別聴講学生の受入れに関する協定について（平成１５年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 単位互換制度に基づく特別聴講学生の受入れに関する協定について（平成１６年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 単位互換制度に基づく特別聴講学生の受入れに関する協定について（平成１７年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 特別聴講生・特別研究学生関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 特別聴講学生・特別研究学生関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 特別聴講学生・特別研究学生関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 特別聴講学生・特別研究学生関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 特別聴講学生・特別研究学生関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 特別聴講学生・特別研究学生関係（平成2７年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 特別聴講学生・特別研究学生関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 転科願・転部願（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 卒業 特設専攻科修了生台帳 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 1954年 1955/1/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 単位互換 特別聴講生・特別研究学生関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成15年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成16年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試検討委員会（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試委員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試委員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試委員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試委員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 入試委員会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教育改善委員会（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教育改善委員会（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教育改善委員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教育改善委員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教育改善委員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教育改善委員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 教育改善委員会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 キャンパス・コンソーシアム函館運営委員会等関係（平成２３年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 キャンパス・コンソーシアム函館運営委員会等関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 キャンパス・コンソーシアム函館運営委員会等関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 キャンパス・コンソーシアム函館運営委員会等関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 キャンパス・コンソーシアム函館運営委員会等関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 会議 学外会議 キャンパス・コンソーシアム函館運営委員会等関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 学籍等 学籍異動 本籍地変更届・改姓（名）届（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 専門科目履修関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 専門科目履修関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 専門科目履修関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 専門科目履修関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 学部教育 専門科目履修関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 大学院教育 大学院履修関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（大学院）（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（大学院）（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（大学院）（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（大学院）（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 教育実施 教務一般 教務一般（大学院）（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 講習会 産業教育実習助手研修（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 学芸員資格 学芸員科目履修関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 学芸員資格 学芸員科目履修関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 学芸員資格 学芸員科目履修関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資格認定関係 学芸員資格 学芸員科目履修関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 各種プログラム PAREプログラム（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 各種プログラム PAREプログラム（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 各種プログラム PAREプログラム（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 各種プログラム PAREプログラム（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 留学 海外留学関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 留学 海外留学関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 留学 海外留学関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 留学 海外留学関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 各種プログラム スーパーグローバル関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 各種プログラム スーパーグローバル関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国際交流関係 各種プログラム スーパーグローバル関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部教務担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 就職支援連絡会議議事録（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 就職支援連絡会議議事録（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 就職支援連絡会議議事録（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 就職支援連絡会議議事録（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 就職支援連絡会議議事録（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 就職支援連絡会議議事録（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 プール管理委員会議事録（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 プール管理委員会議事録（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 プール管理委員会議事録（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 プール管理委員会議事録（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 プール管理委員会議事録（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 プール管理委員会議事録（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄



函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生委員会議事録（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 生活指導 学生生活指導 学生生活指導（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 生活指導 学生生活指導 学生生活指導（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 生活指導 学生生活指導 学生生活指導（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 学生対応 学生生活指導（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 学生対応 学生生活指導（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 学生対応 学生生活指導（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生の事故 学生の事故 学生の事故（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 学生対応 学生の事故（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 学生対応 学生の事故（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 学生対応 学生の事故（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生相談 学生相談 学生相談（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生相談 学生相談 学生相談（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生相談 学生相談 学生相談（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 学生対応 学生相談（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 学生対応 学生相談（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 学生対応 学生相談（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学籍等 学生証 学生証再発行関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 証明書 学生証再発行関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 証明書 学生証再発行関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 証明書 学生証再発行関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生一般 学生一般 学生一般（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生一般 学生一般 学生一般（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生一般 学生一般 学生一般（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 その他学生支援 学生一般（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 その他学生支援 学生一般（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算 予算（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算 予算（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算 予算（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 その他学生支援 予算（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 その他学生支援 予算（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生支援 その他学生支援 予算（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学金 日本学生支援機構 奨学金推薦採用関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学金 日本学生支援機構 奨学金推薦採用関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学金 日本学生支援機構 奨学金推薦採用関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　奨学金推薦採用関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　奨学金推薦採用関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　奨学金推薦採用関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　予約採用（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　予約採用（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　予約採用（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　在学採用（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　在学採用（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　在学採用（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　適格認定（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　適格認定（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　適格認定（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　特秀業績返還免除申請（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　特秀業績返還免除申請（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　特秀業績返還免除申請（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　異動願・その他（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　異動願・その他（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構　異動願・その他（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金 奨学生推薦・採用関係（平成23 年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金 奨学生推薦・採用関係（平成24 年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金 奨学生推薦・採用関係（平成25 年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 奨学金 日本学生支援機構以外の奨学金（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 授業料免除 授業料免除申請関係書類（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 授業料免除 授業料免除申請関係書類（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄



函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 授業料免除 授業料免除申請関係書類（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 授業料免除 授業料免除申請関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 授業料免除 授業料免除申請関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 授業料免除 授業料免除申請関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 入学料免除 入学料免除申請関係書類（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 入学料免除 入学料免除申請関係書類（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 入学料免除 入学料免除申請関係書類（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 入学料免除 入学料免除申請関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 入学料免除 入学料免除申請関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 入学料免除 入学料免除申請関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 表彰・助成 表彰関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 表彰・助成 表彰関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 表彰・助成 表彰関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 ジャックス奨学寄附金・海外渡航助成（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 ジャックス奨学寄附金・海外渡航助成（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 表彰・助成 ジャックス奨学寄附金・海外渡航助成（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 表彰・助成 ジャックス奨学寄附金・海外渡航助成（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 奨学支援 表彰・助成 ジャックス奨学寄附金・海外渡航助成（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 就職情報 求人票一覧（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 求人票一覧（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 求人票一覧（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 求人票一覧（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 特別企画 就職ガイダンス（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 特別企画 就職ガイダンス（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 特別企画 就職ガイダンス（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 就職ガイダンス（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 就職ガイダンス（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 就職ガイダンス（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 調査 就職内定状況等調査（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 調査 就職内定状況等調査（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 調査 就職内定状況等調査（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 就職内定状況等調査（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 就職内定状況等調査（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 就職内定状況等調査（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 特別企画 水産学部・水産科学院主催合同企業セミナー（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 特別企画 水産学部・水産科学院主催合同企業セミナー（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 特別企画 水産学部・水産科学院主催合同企業セミナー（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 水産学部・水産科学院主催合同企業セミナー（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 水産学部・水産科学院主催合同企業セミナー（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 就職 水産学部・水産科学院主催合同企業セミナー（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 インターンシップ インターンシップに関すること（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 インターンシップ インターンシップに関すること（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 インターンシップ インターンシップに関すること（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 インターンシップ インターンシップに関すること（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 インターンシップ インターンシップに関すること（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 キャリア支援 インターンシップ インターンシップに関すること（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 ＰＲ特別企画 オープンキャンパス関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 ＰＲ特別企画 オープンキャンパス関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 ＰＲ特別企画 オープンキャンパス関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 入試 オープンキャンパス関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 入試 オープンキャンパス関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 入試 オープンキャンパス関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 試験実施 試験場関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 試験実施 試験場関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学試験 試験実施 試験場関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 入試 試験場関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 入試 試験場関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 入試 入学試験関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学科分属 学科ＰＲ特別企画 学科ガイダンス（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学科分属 学科ＰＲ特別企画 学科ガイダンス（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学科分属 学科ＰＲ特別企画 学科ガイダンス（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 その他行事 学科ガイダンス（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 その他行事 学科ガイダンス（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 行事 その他行事 式典・ガイダンス（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 施設管理 屋外プール プール使用許可（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 施設利用管理 プール使用許可（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 施設利用管理 プール使用許可（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 施設利用管理 プール使用許可（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 学寮個人負担経費管理 光熱水料計算書（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 学寮個人負担経費管理 光熱水料計算書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 学寮個人負担経費管理 光熱水料計算書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 学生寮 光熱水料計算書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 学生寮 光熱水料計算書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄



函館キャンパス事務部 福利厚生 学生寮 光熱水料計算書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 学生寮 入寮案内・選考（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 学生寮 入寮案内・選考（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 学生寮 入寮案内・選考（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 学生寮一般 学生寮一般（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 学生寮一般 学生寮一般（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 学生寮一般 学生寮一般（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 学生寮 学生寮一般（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 学生寮 学生寮一般（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 学生寮 学生寮一般（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 保険 学生保険 学生教育研究災害障害保険（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 健康管理 学生教育研究災害傷害保険（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 健康管理 学生教育研究災害傷害保険（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 健康管理 学生教育研究災害傷害保険（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康診断 健康診断 健康診断（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康診断 健康診断 健康診断（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 健康診断 健康診断 健康診断（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 健康管理 健康診断（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 健康管理 健康診断（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 福利厚生 健康管理 健康診断（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 遠征届（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 学生団体 遠征届（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 学生団体 遠征届（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 学生団体 遠征届（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 学生団体届（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 学生団体 学生団体届（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 学生団体 学生団体届（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 学生団体 学生団体届（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 北海道地区大学体育大会関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 学生団体 北海道地区大学体育大会関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 学生団体 北海道地区大学体育大会関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 学生団体 北海道地区大学体育大会関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 大学祭関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 大学祭関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 大学祭関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 その他課外活動 大学祭関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 その他課外活動 大学祭関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 その他課外活動 大学祭関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 元気プロジェクト（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 元気プロジェクト（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 元気プロジェクト（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 その他課外活動 元気プロジェクト（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 学生支援に関すること(平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 学生支援に関すること(平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 学生支援に関すること(平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 その他課外活動 学生支援に関すること(平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 その他課外活動 学生支援に関すること(平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 新入学生関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 新入学生関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 新入学生関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 査証申請・事前確認シート（交換留学生）（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 査証申請・事前確認シート（交換留学生）（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 中国政府派遣留学生関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 中国政府派遣留学生関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 中国政府派遣留学生関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 入学者・修了者報告書関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 入学者・修了者報告書関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 入学者・修了者報告書関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 PAREプログラム留学生関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 PAREプログラム留学生関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 PAREプログラム留学生関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 パスポート・在留カード関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 パスポート・在留カード関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄



函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 パスポート・在留カード関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 帰国外国人留学生連絡先届（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 帰国外国人留学生連絡先届（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 帰国外国人留学生連絡先届（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 雑件（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 雑件（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・学籍 雑件（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 延長申請綴（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 延長申請綴（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 延長申請綴（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生奨学金支給延長関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生奨学金支給延長関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国内採用（研究留学生・学部留学生）（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大学推薦（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大学推薦（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大学推薦（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大学推薦（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大学推薦（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大学推薦（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大学推薦（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大学推薦（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 大学推薦（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 大学推薦（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 大学推薦（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大使館推薦（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2006年度 2007/4/1 10年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大使館推薦（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大使館推薦（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大使館推薦（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大使館推薦（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大使館推薦（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大使館推薦（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生受入 大使館推薦（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 大使館推薦（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 大使館推薦（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 大使館推薦（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生帰国旅費関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生帰国旅費関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生帰国旅費関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人スーパーグローバル関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人スーパーグローバル関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人スーパーグローバル関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生奨学金支給延長関係（平成２６年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生奨学金支給延長関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生奨学金支給延長関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費外国人留学生関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 交流事業・行事 留学生歓迎・送別懇談会（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 交流事業・行事 留学生歓迎・送別懇談会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 交流事業・行事 留学生歓迎・送別懇談会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・行事 留学生歓迎・送別懇談会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・行事 留学生歓迎・送別懇談会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・行事 留学生歓迎・送別懇談会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生奨学金ポイント評価関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生奨学金ポイント評価関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生奨学金ポイント評価関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生特待制度（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生特待制度（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生特待制度（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 私費外国人留学生奨学金（修学奨励金）（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 私費外国人留学生奨学金（修学奨励金）（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 私費外国人留学生奨学金（修学奨励金）（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄



函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生奨学金（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生奨学金（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生各種奨学金（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 課外補講 日本語特別講義（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 課外補講 日本語特別講義（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 課外補講 日本語特別講義（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 日本語教室（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 日本語教室（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 日本語教室（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 住宅総合補償 留学生住宅総合補償関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 住宅総合補償 留学生住宅総合補償関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 住宅総合補償 留学生住宅総合補償関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 留学生住宅総合補償関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 留学生住宅総合補償関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 留学生住宅総合補償関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 入国管理局関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 入国管理局関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 入国管理局関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 オリエンテーション（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 オリエンテーション（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 オリエンテーション（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 留学生調査・雑件（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 留学生調査・雑件（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 留学生調査・雑件（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 札幌キャンパス寮関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 国費外国人留学生 国費留学生渡日旅費関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 私費外国人留学生各種奨学金登録関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・奨学支援 総長奨励費関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 留学生・福利厚生 留学生支援関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 入退寮関係書類 入寮届（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 入退寮関係書類 入寮届（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 入退寮関係書類 入寮届（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 入退寮関係書類 退寮届（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 入退寮関係書類 退寮届（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 入退寮関係書類 退寮届（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 部局内会議 学生相談委員会議事録（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 入学料免除 入学料免除申請書（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 入学料免除 入学料免除申請書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 入学料免除 入学料免除申請書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 入学料免除 入学料免除者一覧（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 入学料免除 入学料免除者一覧（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 入学料免除 入学料免除者一覧（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 授業料免除 授業料免除者一覧（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 授業料免除 授業料免除者一覧（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 授業料免除 授業料免除者一覧（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 授業料免除 授業料免除申請書（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 授業料免除 授業料免除申請書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 入学料及び授業料免除 授業料免除 授業料免除申請書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 特別企画 三大学合同企業セミナーｉｎはこだて（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 就職 特別企画 三大学合同企業セミナーｉｎはこだて（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 入退寮関係書類 入退寮届（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 学寮個人負担経費管理 学寮個人負担経費受入支払決議書（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 学寮個人負担経費管理 学寮個人負担経費受入支払決議書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 学生寮 学寮個人負担経費管理 学寮個人負担経費受入支払決議書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 えるむ賞（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 えるむ賞（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 えるむ賞（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 ペンハロー賞（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 ペンハロー賞（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 ペンハロー賞（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 課外活動助成（フロンティア基金）（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 課外活動助成（フロンティア基金）（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 課外活動助成（フロンティア基金）（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 課外活動助成（水産学部）（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 課外活動助成（水産学部）（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 課外活動 課外活動 課外活動助成（水産学部）（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 伊藤一隆賞（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 伊藤一隆賞（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 伊藤一隆賞（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 佐々茂雄賞（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 佐々茂雄賞（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 佐々茂雄賞（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄



函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 はるにれ賞（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 はるにれ賞（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 はるにれ賞（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 ジョン・カッター賞（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 ジョン・カッター賞（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 表彰・助成 表彰・助成 ジョン・カッター賞（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 生活指導 学生生活指導 事故防止講習会関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 私費外国人留学生奨学金受給候補者一覧（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 私費外国人留学生奨学金受給候補者一覧（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 私費外国人留学生奨学金受給候補者一覧（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 ロータリー米山記念奨学金（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 ロータリー米山記念奨学金（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 留学生 奨学金 ロータリー米山記念奨学金（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 学生担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部学生担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 予算執行職員の命免関係 会計機関補助者命免簿(平成17年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 予算執行職員の命免関係 会計機関補助者命免簿(平成18年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 予算執行職員の命免関係 会計機関補助者命免簿(平成16年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 債権計上関係 債権計上票（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 8年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 債権計上関係 債権計上票（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 8年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 債権計上関係 債権計上票（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 債権計上関係 債権計上票（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 8年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 債権計上関係 債権計上票（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 8年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 債権計上関係 債権計上票（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 債権計上関係 債権計上票（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 債権計上関係 債権計上票（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支出関係 債務計上関係 債務計上票（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 8年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支出関係 債務計上関係 債務計上票（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 8年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支出関係 債務計上関係 債務計上票（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支出関係 債務計上関係 債務計上票（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 8年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支出関係 債務計上関係 債務計上票（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 8年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支出関係 債務計上関係 債務計上票（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支出関係 債務計上関係 債務計上票（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支出関係 債務計上関係 債務計上票（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 収入契約関係 収入契約決議書（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 収入契約関係 収入契約決議書（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 収入契約関係 収入契約決議書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 収入契約関係 収入契約決議書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 収入契約関係 収入契約決議書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 収入契約関係 収入契約決議書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 収入関係 収入契約関係 収入契約決議書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算執行振替伝票（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 8年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算執行振替伝票（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 8年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算執行振替伝票（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算執行振替伝票（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 8年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算執行振替伝票（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 8年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算執行振替伝票（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算執行振替伝票（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算執行振替伝票（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分関係資料（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分関係資料（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分関係資料（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分関係資料（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分関係資料（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分通知書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分通知書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分通知書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分通知書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分通知書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分原議書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分原議書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分原議書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分原議書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算配分原議書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配分関係 予算振替書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（17年度） 函館キャンパス事務部事務長 専門職員 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（18年度） 函館キャンパス事務部事務長 専門職員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（19年度） 函館キャンパス事務部事務長 外部資金担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（20年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（17年度） 函館キャンパス事務部事務長 専門職員 2005年度 2006/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（18年度） 函館キャンパス事務部事務長 専門職員 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（19年度） 函館キャンパス事務部事務長 外部資金担当 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（20年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費出納簿（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 副総括文書管理者が判断
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函館キャンパス事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 概算要求関係 概算要求原議書(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 概算要求関係 概算要求原議書(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄



函館キャンパス事務部 予算 概算要求関係 概算要求原議書(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（17年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理係 2005年度 2006/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（18年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理係 2006年度 2007/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（19年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2007年度 2008/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（20年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2008年度 2009/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（19年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（20年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除申告書（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除申告書（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除申告書（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除申告書（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除申告書（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除申告書（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除申告書（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（19年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（20年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 各種経費要求関係 経費要求原議書(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿(22年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿(23年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿(24年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿(25年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿(26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿(27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金出納簿(28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金領収証書原符（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金領収証書原符（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金領収証書原符（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金領収証書原符（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金領収証書原符（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金領収証書原符（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金領収証書原符（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 支出見込額調（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 支出見込額調（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 支出見込額調（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 受託研究一般(平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 受託研究一般(平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 受託研究一般(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 受託研究一般(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 受託研究一般(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 概算要求関係 照会及び回答資料(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 概算要求関係 照会及び回答資料(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 概算要求関係 照会及び回答資料(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 その他 照会及び回答文書(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 その他 照会及び回答文書(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 その他 照会及び回答文書(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成19年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄



函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成20年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成21年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 債権関係 保証書・保証書住所等変更届（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 債権関係 保証書・保証書住所等変更届（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 債権関係 保証書・保証書住所等変更届（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 債権関係 保証書・保証書住所等変更届（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 債権関係 保証書・保証書住所等変更届（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 民間等との共同研究(平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 民間等との共同研究(平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 民間等との共同研究(平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 民間等との共同研究(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 民間等との共同研究(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 外部資金関係 産学連携等研究費関係 民間等との共同研究(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 予算委員会（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 予算委員会（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 予算委員会（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 予算委員会（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 予算委員会（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の命免関係（61年度～15年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理掛 1986年度 1987/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿(22年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿(23年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿(24年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿(25年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿(26年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿(27年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿(28年度) 函館キャンパス事務部事務長 経理担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部経理担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 アルコール関係 アルコール使用済報告（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 アルコール関係 アルコール使用済報告（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 アルコール関係 アルコール使用済報告（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 アルコール関係 アルコール使用済報告（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 アルコール関係 アルコール使用済報告（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 アルコール関係 アルコール使用済報告（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 アルコール関係 アルコール使用済報告（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 アルコール関係 アルコール使用済報告（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2009年度 2010/4/1 8年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2010年度 2011/4/1 8年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 8年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 8年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 自動車運行関係 公用車運転日誌（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品管理簿 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室，保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品移動関係（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品寄附受入関係（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（売払関係22年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄



函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（売払関係23年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（売払関係24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（売払関係25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（売払関係26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（売払関係27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（売払関係28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 警備業務日誌（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 使用貸借契約（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 使用貸借契約（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度係 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 使用貸借契約（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度係 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 使用貸借契約（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度係 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 使用貸借契約（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 帳票関係 被服貸与台帳（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 帳票関係 被服貸与台帳（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 帳票関係 被服貸与台帳（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 帳票関係 被服貸与台帳（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 帳票関係 被服貸与台帳（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品不用決定関係（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品不用決定関係（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品不用決定関係（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品不用決定関係（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品不用決定関係（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償貸付関係（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償借入関係（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償借入関係（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償借入関係（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償借入関係（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償借入関係（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 物品無償譲渡関係（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 事務用ＬＡＮ関係 HINES機器接続申請書（26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 事務用ＬＡＮ関係 HINES機器接続申請書（27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 事務用ＬＡＮ関係 HINES機器接続申請書（28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ばい煙測定結果報告書（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ばい煙測定結果報告書（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ばい煙測定結果報告書（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ボイラーの定期自主検査記録書（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ボイラーの定期自主検査記録書（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ボイラーの定期自主検査記録書（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書(平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書(平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 ボイラー性能検査結果報告書・検査書(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄



函館キャンパス事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 施設関係 予算要求関係 営繕工事等要求書（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（工事契約）（22年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（工事契約）（23年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（工事契約）（24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（工事契約）（25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（工事契約）（26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（工事契約）（27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 契約締結伺（工事契約）（28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 見積書（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 支出決議書関係 工事関係（平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 支出決議書関係 工事関係（平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 支出決議書関係 工事関係（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 支出決議書関係 工事関係（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 支出決議書関係 工事関係（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 支出決議書関係 工事関係（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 支出決議書関係 工事関係（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和55年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和56年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和57年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和58年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和59年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和60年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和61年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和62年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和63年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成10年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成11年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成15年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成16年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成17年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成18年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成19年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成20年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成21年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成2年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成3年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成4年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成5年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成6年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成7年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成8年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成9年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成元年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成19年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成20年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成21年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産監守計画書綴（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和55年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和56年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和57年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和58年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和59年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和60年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和61年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和62年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和63年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成10年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成11年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成15年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成16年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成17年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成18年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成19年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成20年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成21年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成2年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成3年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成4年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成5年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成6年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成7年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成8年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成9年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成元年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成19年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成20年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成21年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産貸付関係綴（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産関係 国有財産使用承認関係 使用承認書類(23年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産関係 国有財産使用承認関係 使用承認書類(24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産関係 国有財産使用承認関係 使用承認書類(25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産関係 国有財産使用承認関係 使用承認書類(26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産関係 国有財産使用承認関係 使用承認書類(27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産関係 国有財産使用承認関係 使用承認書類(28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 重要文化財関係 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 重要文化財関係 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 重要文化財関係 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務(24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務(25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務(26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 役務に関する書類 昇降機設備保全業務(27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質試験成績書（上水）（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質測定結果等定期報告（排水）（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質測定結果等定期報告（排水）（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質測定結果等定期報告（排水）（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質測定結果等定期報告（排水）（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 水質測定結果等定期報告（排水）（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 数量算出書（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成15年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成16年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 施設関係 設計図面 設計図面（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 工事積算に関する書類 単価算出根拠（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 地下式油タンク定期漏れ検査（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 役務 その他の報告書 地下式油タンク定期漏れ検査（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 標準歩掛表（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 標準歩掛表（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 標準歩掛表（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 標準歩掛表（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 標準歩掛表（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 複合単価表（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 複合単価表（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 複合単価表（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 複合単価表（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 積算単価にかかるもの 複合単価表（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 複層ガラス保証書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成19年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成20年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成21年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 防火管理関係綴（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 防水保証書(平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 防水保証書(平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 防水保証書(平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 防水保証書(平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 防水保証書(平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 防水保証書(平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 防水保証書(平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 防水保証書(平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 工事 保証書 防水保証書(平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 交通対策関係 構内通行証交付願(平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 交通対策関係 構内通行証交付願(平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2015/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 交通対策関係 構内通行証交付願(平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2016/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 おしょろ丸海難事故関係（平成　６年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 副総括文書管理者が判断



函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 小口現金出納帳（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 附属練習船おしょろ丸・うしお丸 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 小口現金出納帳（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 附属練習船おしょろ丸・うしお丸 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 小口現金出納帳（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 附属練習船おしょろ丸・うしお丸 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 小口現金出納帳（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 附属練習船おしょろ丸・うしお丸 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 小口現金出納帳（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 附属練習船おしょろ丸・うしお丸 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 小口現金出納帳（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 附属練習船おしょろ丸・うしお丸 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 小口現金出納帳（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 附属練習船おしょろ丸・うしお丸 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（21年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2009年度 2010/4/1 8年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2010年度 2011/4/1 8年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 8年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 8年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 予算執行振替伝票（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2010年度 2011/4/1 8年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 予算執行振替伝票（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2011年度 2012/4/1 8年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 予算執行振替伝票（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 8年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 予算執行振替伝票（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 8年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 予算執行振替伝票（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 予算執行振替伝票（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 8年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 予算執行振替伝票（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（個人別）（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（個人別）（平成25年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（個人別）（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（個人別）（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（個人別）（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 乗船証明書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 乗船証明書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 乗船証明書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船うしお丸航海実績（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船うしお丸航海実績（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船うしお丸航海実績（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船うしお丸航海実績（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船うしお丸航海実績（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 岸壁 寄港地における港湾施設使用、係留に関する書類（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 岸壁 寄港地における港湾施設使用、係留に関する書類（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 岸壁 寄港地における港湾施設使用、係留に関する書類（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 代理店業務 寄港地における代理店業務の依頼に関する書類（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 代理店業務 寄港地における代理店業務の依頼に関する書類（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 代理店業務 寄港地における代理店業務の依頼に関する書類（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 代理店業務 寄港地における代理店業務の依頼に関する書類（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 代理店業務 寄港地における代理店業務の依頼に関する書類（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成24年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成25年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成26年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成27年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成28年） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 軽油免税証 軽油免税証発行に関する書類（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 軽油免税証 軽油免税証発行に関する書類（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 軽油免税証 軽油免税証発行に関する書類（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 軽油免税証 軽油免税証発行に関する書類（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 軽油免税証 軽油免税証発行に関する書類（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 船員保険資格取得届・資格喪失届（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2008年度 2009/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 船員保険資格取得届・資格喪失届（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2009年度 2010/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 船員保険資格取得届・資格喪失届（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 船員保険資格取得届・資格喪失届（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 船員保険資格取得届・資格喪失届（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 船員保険資格取得届・資格喪失届（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 船員保険資格取得届・資格喪失届（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄



函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 船員保険資格取得届・資格喪失届（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 給与関係 社会保険関係 船員保険資格取得届・資格喪失届（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（平成23年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 特定調達契約関係 特定調達契約関係（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 岸壁 函館港港湾施設使用、係留に関する書類（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 岸壁 函館港港湾施設使用、係留に関する書類（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 岸壁 函館港港湾施設使用、係留に関する書類（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 岸壁 函館港港湾施設使用、係留に関する書類（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 岸壁 函館港港湾施設使用、係留に関する書類（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船おしょろ丸航海実績（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船おしょろ丸航海実績（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船おしょろ丸航海実績（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船おしょろ丸航海実績（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 その他 その他 附属練習船おしょろ丸航海実績（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（甲） 函館キャンパス事務部事務長 船舶掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 練習船（実習船）に関する調査（航海計画・実績：文部科学省報告分）（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 練習船（実習船）に関する調査（航海計画・実績：文部科学省報告分）（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 練習船（実習船）に関する調査（航海計画・実績：文部科学省報告分）（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 練習船（実習船）に関する調査（航海計画・実績：文部科学省報告分）（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 練習船（実習船）に関する調査（航海計画・実績：文部科学省報告分）（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 試験操業 練習船の試験操業等に関する許可申請（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 試験操業 練習船の試験操業等に関する許可申請（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 試験操業 練習船の試験操業等に関する許可申請（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 試験操業 練習船の試験操業等に関する許可申請（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 試験操業 練習船の試験操業等に関する許可申請（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 乗船等 練習船の乗船申込みに関する書類（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 乗船等 練習船の乗船申込みに関する書類（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 乗船等 練習船の乗船申込みに関する書類（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 乗船等 練習船の乗船申込みに関する書類（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 乗船等 練習船の乗船申込みに関する書類（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 海事法令 練習船の登録検認等に関する許可申請（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 海事法令 練習船の登録検認等に関する許可申請（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 海事法令 練習船の登録検認等に関する許可申請（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 海事法令 練習船の登録検認等に関する許可申請（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 海事法令 練習船の登録検認等に関する許可申請（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船運営委員会議事録（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船運営委員会議事録（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船運営委員会議事録（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船運営委員会議事録（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船運営委員会議事録（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船おしょろ丸共同利用協議会（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船おしょろ丸共同利用協議会（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船おしょろ丸共同利用協議会（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船おしょろ丸共同利用協議会（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船おしょろ丸共同利用協議会（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船将来構想委員会議事録（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船将来構想委員会議事録（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船将来構想委員会議事録（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船将来構想委員会議事録（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 練習船将来構想委員会議事録（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 外航 練習船外航申請（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 各種申請 外航 練習船外航申請（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 「北海道の図書館」の発行に伴う調査（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 「北海道の図書館」の発行に伴う調査（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 「北海道の図書館」の発行に伴う調査（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 「北海道の図書館」の発行に伴う調査（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 「北海道の図書館」の発行に伴う調査（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 開館計画 開館計画(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 開館計画 開館計画(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 開館計画 開館計画(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 掲載許可 資料の印影・翻刻掲載願・許可(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 掲載許可 資料の印影・翻刻掲載願・許可(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 掲載許可 資料の印影・翻刻掲載願・許可(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 参考調査 参考調査関係の照会・回答(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 参考調査 参考調査関係の照会・回答(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 参考調査 参考調査関係の照会・回答(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 閲覧・貸出 借用書（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄



函館キャンパス事務部 閲覧関係 閲覧・貸出 一時貸出票（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成16年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書係 2004年度 2005/4/1 13年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2012/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成17年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書係 2005年度 2006/4/1 13年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成18年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書係 2006年度 2007/4/1 13年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成19年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 13年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成20年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2008年度 2009/4/1 13年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2016/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成21年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 13年 2023/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 13年 2024/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 13年 2025/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 13年 2026/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 13年 2027/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 13年 2028/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 13年 2029/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 債務計上票（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 13年 2030/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成16年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書係 2004年度 2005/4/1 12年 2017/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2012/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成17年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書係 2005年度 2006/4/1 12年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2013/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成18年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書係 2006年度 2007/4/1 12年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2014/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成19年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 12年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2015/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成20年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2008年度 2009/4/1 12年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2016/3/31，延長期間：6年

函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成21年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 13年 2023/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成22年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 13年 2024/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成23年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 13年 2025/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 13年 2026/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 13年 2027/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 13年 2028/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 13年 2029/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 支払関係 帳票関係 振替伝票（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 13年 2030/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書不用決定書類綴(平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書不用決定書類綴(平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書不用決定書類綴(平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書不用決定書類綴(平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書不用決定書類綴(平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 海洋調査漁業試験要報受払簿 函館キャンパス事務部事務長 図書掛 1968年度 1969/4/1 常用 未定 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 外国雑誌一括契約関係綴（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 外国雑誌一括契約関係綴（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 外国雑誌一括契約関係綴（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 外国雑誌一括契約関係綴（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 外国雑誌一括契約関係綴（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書移動協議書関係綴（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書移動協議書関係綴（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書移動協議書関係綴（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書移動協議書関係綴（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 図書移動協議書関係綴（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 固定資産（図書）定期検査関係綴（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 固定資産（図書）定期検査関係綴（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 固定資産（図書）定期検査関係綴（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 固定資産（図書）定期検査関係綴（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 固定資産（図書）定期検査関係綴（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 一括購入外国雑誌関係（特定経費，EJ)（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 一括購入外国雑誌関係（特定経費，EJ)（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 一括購入外国雑誌関係（特定経費，EJ)（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 学生用図書教員選定（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 学生用図書教員選定（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品購入関係 学生用図書教員選定（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 学部内出版物発送綴（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 学部内出版物発送綴（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 学部内出版物発送綴（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 学部内出版物発送綴（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 学部内出版物発送綴（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 相互利用 現物貸借関係 現物貸借関係綴（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 図書委員会会議メモ（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 図書委員会会議メモ（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 図書委員会会議メモ（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 図書委員会会議メモ（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 図書委員会会議メモ（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 図書館調査（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 図書館調査（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 図書館調査（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 図書館調査（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 図書館調査（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 学術情報基盤実態調査（文科省）（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 学術情報基盤実態調査（文科省）（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄



函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 学術情報基盤実態調査（文科省）（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 学術情報基盤実態調査（文科省）（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 調査 学術情報基盤実態調査（文科省）（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 閲覧関係 統計関係 図書館利用統計 函館キャンパス事務部事務長 図書掛 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 水産学部英文ＣＡＬＥＮＤＥＲ受払簿 函館キャンパス事務部事務長 図書掛 1956年度 1957/4/1 常用 未定 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 水産学部研究紀要受払簿 函館キャンパス事務部事務長 図書掛 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 水産学部研究彙報受払簿 函館キャンパス事務部事務長 図書掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 決算 決算報告関係 水産学部図書費決算報告書（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 決算 決算報告関係 水産学部図書費決算報告書（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 決算 決算報告関係 水産学部図書費決算報告書（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配当関係 水産学部図書費予算書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配当関係 水産学部図書費予算書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配当関係 水産学部図書費予算書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 資料 受払関係 水産学部投稿規定受払簿 函館キャンパス事務部事務長 図書掛 1960年度 1961/4/1 常用 未定 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 決算 決算報告関係 水産学部編集出版費決算報告書（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 決算 決算報告関係 水産学部編集出版費決算報告書（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 決算 決算報告関係 水産学部編集出版費決算報告書（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配当関係 水産学部編集出版費予算書（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配当関係 水産学部編集出版費予算書（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 予算 予算配当関係 水産学部編集出版費予算書（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 蔵書関係 統計関係 蔵書統計 函館キャンパス事務部事務長 図書掛 1956年度 1957/4/1 常用 未定 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 蔵書関係 目録 蔵書目録 函館キャンパス事務部事務長 図書掛 1935年度 1936/4/1 常用 未定 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（甲） 函館キャンパス事務部事務長 図書掛 1971年度 1972/4/1 常用 未定 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
函館キャンパス事務部 相互利用 文献複写関係 文献複写関係綴（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 相互利用 文献複写関係 文献複写経費関係綴（平成24年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 相互利用 文献複写関係 文献複写経費関係綴（平成25年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 相互利用 文献複写関係 文献複写経費関係綴（平成26年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 相互利用 文献複写関係 文献複写経費関係綴（平成27年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 相互利用 文献複写関係 文献複写経費関係綴（平成28年度） 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 編集出版委員会会議メモ（平成24年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 編集出版委員会会議メモ（平成25年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 編集出版委員会会議メモ（平成26年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 編集出版委員会会議メモ（平成27年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 会議 学部内会議 編集出版委員会会議メモ（平成28年度) 函館キャンパス事務部事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書館事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部図書担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 一般（指名）競争契約（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 一般（指名）競争契約（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 一般（指名）競争契約（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 一般（指名）競争契約（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 一般（指名）競争契約（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 一般（指名）競争契約（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 一般（指名）競争契約（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 随意契約（22年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 随意契約（23年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 随意契約（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 随意契約（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 随意契約（26年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 随意契約（27年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 契約関係 契約関係 随意契約（28年度） 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 納入物品の検証(25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 納入物品の検証(26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 物品関係 物品関係 納入物品の検証(27年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院会計実地検査(25年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院会計実地検査(26年度) 函館キャンパス事務部事務長 営繕担当，用度担当，船舶担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室・保管庫 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部営繕担当・用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 官公需関係 官公需契約実績額及び契約見込額とりまとめ資料（24年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当・船舶担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当・船舶担当 廃棄
函館キャンパス事務部 調査・報告等 官公需関係 官公需契約実績額及び契約見込額とりまとめ資料（25年度） 函館キャンパス事務部事務長 用度担当・船舶担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 函館キャンパス事務部事務長 函館キャンパス事務部用度担当・船舶担当 廃棄
地球環境科学研究院 統合環境科学部門 統合環境科学部門 部門教員会議関係 地球環境科学研究院長 部門長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（PC) 教員室 地球環境科学研究院長 部門長 廃棄
地球環境科学研究院 統合環境科学部門 統合環境科学部門 部門教員会議関係 地球環境科学研究院長 部門長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（PC) 教員室 地球環境科学研究院長 部門長 廃棄
地球環境科学研究院 統合環境科学部門 統合環境科学部門 部門教員会議関係 地球環境科学研究院長 部門長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（PC) 教員室 地球環境科学研究院長 部門長 廃棄
地球環境科学研究院 地球圏科学部門 地球圏科学部門 全学教育科目 定期試験問題 地球環境科学研究院長 科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 地球環境科学研究院長 各科目担当教員 廃棄
地球環境科学研究院 地球圏科学部門 地球圏科学部門 全学教育科目 定期試験問題 地球環境科学研究院長 科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 地球環境科学研究院長 各科目担当教員 廃棄
地球環境科学研究院 地球圏科学部門 地球圏科学部門 全学教育科目 定期試験問題 地球環境科学研究院長 科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 地球環境科学研究院長 各科目担当教員 廃棄
地球環境科学研究院 地球圏科学部門 地球圏科学部門 全学教育科目 定期試験問題 地球環境科学研究院長 科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 地球環境科学研究院長 各科目担当教員 廃棄
地球環境科学研究院 地球圏科学部門 地球圏科学部門 全学教育科目 定期試験問題 地球環境科学研究院長 科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 地球環境科学研究院長 各科目担当教員 廃棄
地球環境科学研究院 地球圏科学部門 地球圏科学部門 部門教員会議関係 地球環境科学研究院長 部門長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 地球環境科学研究院長 部門長 廃棄
地球環境科学研究院 地球圏科学部門 地球圏科学部門 部門教員会議関係 地球環境科学研究院長 部門長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 地球環境科学研究院長 部門長 廃棄
地球環境科学研究院 地球圏科学部門 地球圏科学部門 部門教員会議関係 地球環境科学研究院長 部門長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 地球環境科学研究院長 部門長 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 専攻教官会議議事録（平成２６年度） 環境科学院長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 専攻教官会議議事録（平成２７年度） 環境科学院長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（PC） 教員室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 専攻教官会議議事録（平成２８年度） 環境科学院長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（PC） 教員室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 大学院定期試験問題(平成２４年度) 環境科学院長 科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 大学院定期試験問題(平成２５年度) 環境科学院長 科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 大学院定期試験問題(平成２６年度) 環境科学院長 科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 大学院定期試験問題(平成２７年度) 環境科学院長 科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 大学院定期試験問題(平成２８年度) 環境科学院長 科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験答案(平成25年度) 環境科学院長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄



環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験答案(平成26年度) 環境科学院長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験答案(平成27年度) 環境科学院長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験答案(平成28年度) 環境科学院長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験答案(平成29年度) 環境科学院長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験問題(平成25年度) 環境科学院長 入試委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（USB） 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験問題(平成26年度) 環境科学院長 入試委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（USB） 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験問題(平成27年度) 環境科学院長 入試委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（USB） 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験問題(平成28年度) 環境科学院長 入試委員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（USB） 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 環境起学専攻 環境起学専攻 入学試験問題(平成29年度) 環境科学院長 入試委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（USB） 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験答案(平成25年度) 環境科学院長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験答案(平成26年度) 環境科学院長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験答案(平成27年度) 環境科学院長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験答案(平成28年度) 環境科学院長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験答案(平成29年度) 環境科学院長 受験生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験問題(平成25年度) 環境科学院長 入試委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験問題(平成26年度) 環境科学院長 入試委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験問題(平成27年度) 環境科学院長 入試委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験問題(平成28年度) 環境科学院長 入試委員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 雪氷・寒冷圏科学コース 入学試験問題(平成29年度) 環境科学院長 入試委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験答案(平成25年度) 環境科学院長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験答案(平成26年度) 環境科学院長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験答案(平成27年度) 環境科学院長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験答案(平成28年度) 環境科学院長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験答案(平成29年度) 環境科学院長 受験生 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験問題(平成25年度) 環境科学院長 入試委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 コース事務室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験問題(平成26年度) 環境科学院長 入試委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 コース事務室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験問題(平成27年度) 環境科学院長 入試委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 コース事務室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験問題(平成28年度) 環境科学院長 入試委員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 コース事務室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 大気海洋物理学・気候力学コース 入学試験問題(平成29年度) 環境科学院長 入試委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 コース事務室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 地球圏科学専攻 専攻教員会議関係文書(平成26年度) 環境科学院長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 地球圏科学専攻 専攻教員会議関係文書(平成27年度) 環境科学院長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 地球圏科学専攻 専攻教員会議関係文書(平成28年度) 環境科学院長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 地球圏科学専攻 大学院定期試験問題(平成24年度) 環境科学院長 科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 地球圏科学専攻 大学院定期試験問題(平成25年度) 環境科学院長 科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 地球圏科学専攻 大学院定期試験問題(平成26年度) 環境科学院長 科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 地球圏科学専攻 大学院定期試験問題(平成27年度) 環境科学院長 科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 地球圏科学専攻 大学院定期試験問題(平成28年度) 環境科学院長 科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 環境科学院長 各科目担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験答案(平成25年度) 環境科学院長 受験生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験答案(平成26年度) 環境科学院長 受験生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験答案(平成27年度) 環境科学院長 受験生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験答案(平成28年度) 環境科学院長 受験生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験答案(平成29年度) 環境科学院長 受験生 2016年度 2017/4/1 6年 2022/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験問題(平成25年度) 環境科学院長 入試委員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験問題(平成26年度) 環境科学院長 入試委員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験問題(平成27年度) 環境科学院長 入試委員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験問題(平成28年度) 環境科学院長 入試委員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 地球圏科学専攻 物質循環・環境変遷学コース 入学試験問題(平成29年度) 環境科学院長 入試委員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 環境科学院長 入試担当教員 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 修士論文（平成２４年度） 環境科学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（CD） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 修士論文（平成２５年度） 環境科学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（CD） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 修士論文（平成２６年度） 環境科学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（CD） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 修士論文（平成２７年度） 環境科学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（CD） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 修士論文（平成２８年度） 環境科学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（CD） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験答案（平成２５年度） 環境科学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験答案（平成２６年度） 環境科学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験答案（平成２５年度） 環境科学院長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験答案（平成２６年度） 環境科学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験答案（平成２７年度） 環境科学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験答案（平成２８年度） 環境科学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験答案（平成２９年度） 環境科学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験問題（平成２５年度） 環境科学院長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験問題（平成２６年度） 環境科学院長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験問題（平成２７年度） 環境科学院長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験問題（平成２８年度） 環境科学院長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 生物圏科学専攻 生物圏科学専攻 大学院入学試験問題（平成２９年度） 環境科学院長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 試験問題（環境物質科学基礎論Ⅰ）（平成２４年度） 環境科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 環境科学院長 教員 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 試験問題（基礎化学Ⅰ）（平成２４年度） 環境科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 環境科学院長 教員 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 試験問題（基礎化学Ⅱ）（平成２４年度） 環境科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 環境科学院長 教員 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 修士論文（平成２４年度） 環境科学院長 学生 2012年度 2013/4/1 6年 2018/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 修士論文（平成２５年度） 環境科学院長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 修士論文（平成２６年度） 環境科学院長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 修士論文（平成２７年度） 環境科学院長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 修士論文（平成２８年度） 環境科学院長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 専攻教員会議議事録（平成２４年度） 環境科学院長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 専攻教員会議議事録（平成２５年度） 環境科学院長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 専攻教員会議議事録（平成２６年度） 環境科学院長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 専攻教員会議議事録（平成２７年度） 環境科学院長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 専攻教員会議議事録（平成２８年度） 環境科学院長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 大学院入学試験問題（平成２４年度） 環境科学院長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 大学院入学試験問題（平成２５年度） 環境科学院長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（PC） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 大学院入学試験問題（平成２６年度） 環境科学院長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（PC） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 大学院入学試験問題（平成２7年度） 環境科学院長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（PC） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄
環境科学院 環境物質科学専攻 環境物質科学専攻 大学院入学試験問題（平成２8年度） 環境科学院長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（PC） 専攻事務室 環境科学院長 専攻長 廃棄



環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 各種委員会委員（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 各種委員会委員（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 各種委員会委員（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 各種委員会委員（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 各種委員会委員（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 地球環境科学研究院・環境科学院例規集（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 構内通行証（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 庶務関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 庶務関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 庶務関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 庶務関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 庶務関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 環境科学院パンフレット関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 環境科学院パンフレット関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 環境科学院パンフレット関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 職員録その他広報（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 職員録その他広報（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 職員録その他広報（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 職員録その他広報（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 職員録その他広報（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 訃報通知（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 大学祭施設公開（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 大学祭施設公開（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 大学祭施設公開（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 規程関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 事務局からの通知（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 事務局からの通知（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 事務局からの通知（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 事務局からの通知（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 事務局からの通知（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 組織の新設・再編関係綴（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 組織の新設・再編関係綴（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 組織の新設・再編関係綴（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 組織の新設・再編関係綴（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 組織の新設・再編関係綴（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 組織の新設・再編関係綴（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 組織の新設・再編関係綴（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 組織の新設・再編関係綴（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 組織の新設・再編関係綴（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 庶務関係 雑件（新聞記事）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 国立大学法人大学院環境科学関係研究科長会議（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 教授会（全体会議）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 人事委員会（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 人事委員会（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 人事委員会（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 人事委員会（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 人事委員会（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 人事委員会（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 人事委員会（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 人事委員会（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 人事委員会（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 部門長会議（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 専攻長会議（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 代議員会議（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 ＲＡ選考委員会（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 会議関係 環境科学院助教審査委員会（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 調査関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 調査関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 調査関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 調査関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 調査関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 大学情報データベース（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 大学情報データベース（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 大学情報データベース（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 大学情報データベース（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄



環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 大学情報データベース（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 大学情報データベース（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 点検評価関係綴（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 外部評価委員会関係綴（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 中期目標・中期計画・年度計画（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 年次報告書作成関係資料（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 年次報告書作成関係資料（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 年次報告書作成関係資料（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 年次報告書作成関係資料（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 大学機関別認証評価（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 大学機関別認証評価（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 点検評価 大学機関別認証評価（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（公用）　（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（公用）　（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（公用）　（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（公用）　（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（公用）　（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（私用）　（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（私用）　（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（私用）　（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（私用）　（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 書留郵便物受領簿（私用）　（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成７年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1995年 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成８年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1996年 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成９年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1997年 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１０年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1998年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１１年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1999年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１２年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2000年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１３年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１４年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１５年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１６年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１７年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１８年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成１９年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成２０年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成２１年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成２２年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成２３年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成２４年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成２５年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成２６年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成２７年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 文書収受発送簿（平成２８年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿別紙（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿別紙（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿別紙（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿別紙（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便物発送簿別紙（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便料金表示額記録簿（平成２５年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便料金表示額記録簿（平成２６年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便料金表示額記録簿（平成２７年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 文書収受・発送 郵便料金表示額記録簿（平成２８年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 法人文書 法人文書ファイル廃棄簿（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　1994　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　1995　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　1996　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　1997　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　1998　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　1999　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　2000　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　2001　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　2002　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　2003　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院地球環境科学研究科の紹介　2004　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2005　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2012　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2014　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2015　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院の紹介　2016　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院　英文パンフレット　2013　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院　英文パンフレット　2014　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院　英文パンフレット  2015　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 広報誌等 大学院環境科学院　英文パンフレット  2016　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 管理運営関係 その他 無線局免状申請関係（平成２３年度～） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 総務担当その他 庶務関係 スーパーグローバル大学等事業（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 総務担当その他 庶務関係 スーパーグローバル大学等事業（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 総務担当その他 庶務関係 スーパーグローバル大学等事業（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 総務掛その他 庶務関係 拠点大学関係 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 総務掛その他 庶務関係 向精神薬試験研究施設設置者登録関係 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 総務掛その他 庶務関係 国際交流協定 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 総務掛その他 庶務関係 北大創基１２５周年記念関係 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 総務担当その他 庶務関係 平成２６年度名誉教授懇談会 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成５年度～１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成１３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成１４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成１５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成１６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 栄典・表彰関係 名誉教授の推薦（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成６年度～８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成９年度～１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成１３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成１４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成１５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成１６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 叙勲・表彰・称号授与等 栄典・表彰関係 栄典関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 給与データ入力（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 給与関係 大学院担当教員に係る俸給の調整額関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（検認）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（検認）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（検認）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（検認）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（検認）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成１３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成１４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成１５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成１６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（長期）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（短期）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（短期）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（短期）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（短期）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 共済関係 共済（短期）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 TA・RA・非常勤講師勤務実績報告書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 休暇簿（平成２４年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 休暇簿（平成２５年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 休暇簿（平成２６年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 休暇簿（平成２７年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 休暇簿（平成２８年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 振替通知簿（平成２４年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 振替通知簿（平成２５年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 振替通知簿（平成２６年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 振替通知簿（平成２７年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 振替通知簿（平成２８年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 勤務時間報告書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 勤務時間報告書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 勤務時間報告書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄



環境科学事務部 人事関係 勤務関係 勤務時間報告書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 勤務時間報告書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 出勤簿（平成２４年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 出勤簿（平成２５年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 出勤簿（平成２６年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 出勤簿（平成２７年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 出勤簿（平成２８年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 時間外勤務命令簿（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 非常勤職員・非常勤講師勤務時間報告書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 契約・短時間勤務職員勤務時間報告書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2024/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 勤務関係 契約・短時間勤務職員勤務時間報告書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 201４年度 2015/4/1 5年 2025/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 研修関係 事務職員研修（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 研修関係 事務職員研修（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 研修関係 事務職員研修（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 研修関係 研修承認申請書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 研修関係 研修承認申請書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 研修関係 研修承認申請書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 研修関係 サバティカル研修（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 証明書関係 身分証明書発行台帳（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 証明書関係 身分証明書発行台帳（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 証明書関係 各種証明書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ポイント管理台帳（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 北大リーダー育成制度（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 身上調書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 身上調書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 身上調書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 身上調書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 身上調書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 教員公募（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 教員公募（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 教員公募（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 教員公募（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 教員公募（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 謝金関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 人事関係（就業管理システム）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 贈与等報告書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 贈与等報告書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 贈与等報告書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 贈与等報告書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 贈与等報告書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 発令関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 発令関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 発令関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 職員ICカード（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 職員ICカード（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 職員ICカード（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 職員ICカード（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 職員ICカード（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄



環境科学事務部 人事関係 人事関係 外国人雇用状況届（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 外国人雇用状況届（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 外国人雇用状況届（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 ハラスメント関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 人事関係 長期病休者報告書台帳 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 任用関係 非常勤講師（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 非常勤講師（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 非常勤講師（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 非常勤講師（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 非常勤講師（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 R・A関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 R・A関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 R・A関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 R・A関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 R・A関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 T・A関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 T・A関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 T・A関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 T・A関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 T・A関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 契約職員・短時間勤務職員関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 契約職員・短時間勤務職員関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 契約職員・短時間勤務職員関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 契約職員・短時間勤務職員関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 契約職員・短時間勤務職員関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 ハローワーク公募（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 ハローワーク公募（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 短時間勤務職員（短期支援員）関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 短時間勤務職員（短期支援員）関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 短時間勤務職員（短期支援員）関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 任用関係 短時間勤務職員（短期支援員）関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 健康診断・人間ドック（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 健康診断・人間ドック（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 健康診断・人間ドック（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 健康診断・人間ドック（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 健康診断・人間ドック（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 裁量労働従事者の健康状態把握関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 裁量労働従事者の健康状態把握関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 裁量労働従事者の健康状態把握関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 裁量労働従事者の健康状態把握関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 健康安全管理 裁量労働従事者の健康状態把握関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 兼業関係 兼業関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 兼業関係 兼業関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 兼業関係 兼業関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 兼業関係 兼業関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 兼業関係 兼業関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 海外渡航（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 海外渡航（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 海外渡航（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行依頼（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行依頼（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行依頼（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行依頼（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行依頼（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行命令申請書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行命令申請書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行命令申請書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行命令申請書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行命令申請書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅費システム関係通知（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅費システム関係通知（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行届（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 出張関係 旅行届（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 諸手当関係 入試手当・学位論文審査手当関係(平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 諸手当関係 諸手当関係 単身赴任手当 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 諸手当関係 諸手当関係 通勤手当 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 諸手当関係 諸手当関係 扶養手当 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 諸手当関係 諸手当関係 住居手当 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 人事関係 福利・厚生 財形貯蓄（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 福利・厚生 財形貯蓄（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 福利・厚生 財形貯蓄（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 福利・厚生 財形貯蓄（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 福利・厚生 財形貯蓄（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄



環境科学事務部 人事関係 福利・厚生 福利・厚生（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 福利・厚生 福利・厚生（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 福利・厚生 福利・厚生（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 労働災害関係 労働災害（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 労働災害関係 労働災害（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 労働災害関係 労働災害（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 労働災害関係 労働災害（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 人事関係 労働災害関係 労働災害（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（個人別） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成１０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成１１年度～１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1999年度 2000/4/1 30年 2031/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成１３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成１４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成１５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成１６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 RIフィルムバッチ個人線量当量報告書（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 ガラスバッジ個人被ばく線量記録簿（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 ガラスバッジ個人被ばく線量記録簿（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 ガラスバッジ個人被ばく線量記録簿（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 ガラスバッジ個人被ばく線量記録簿（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 ガラスバッジ個人被ばく線量記録簿（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 ガラスバッジ個人被ばく線量記録簿（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 ＲＩ関係 RI関係 ガラスバッジ個人被ばく線量記録簿（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和５５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和５６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和５７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和５８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和５９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和６０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和６１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和６２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和６３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成元年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 委員会 研究倫理審査委員会（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 委員会 研究倫理審査委員会（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 委員会 研究倫理審査委員会（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 委員会 研究倫理審査委員会（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 公印 公印 公印簿（平成５年度～１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 公印 公印 公印簿（平成１３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 公印 公印 公印簿（平成１４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 公印 公印 公印簿（平成１５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 公印 公印 公印簿（平成１６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 公印 公印 公印簿（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 公印 公印 公印簿（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 災害補償 災害補償 災害補償（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 災害補償 災害補償 災害補償（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 災害補償 災害補償 災害補償（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 災害補償 災害補償 災害補償（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 災害補償 災害補償 災害補償（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 規程改正事務局上申関係（平成８年度～１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 規程改正事務局上申関係（平成１３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 研究科規程集（平成５年度～１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 研究科規程集（平成１３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 研究科規程集（平成１４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 研究科規程集（平成１５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 地球環境を科学する　-点検評価報告書-　平成５年度～平成７年度　 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 地球環境を科学する　-点検評価報告書-　平成８年度～平成１０年度 環境科学事務部事務長 大学院地球環境科学研究科総務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 外部評価報告書（平成２７年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院地球環境科学研究院　年次報告書（平成２０年度～２２年度）　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院地球環境科学研究院　年次報告書（平成２３年度～２４年度）　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院地球環境科学研究院　年次報告書（平成２５年度）　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院地球環境科学研究院　年次報告書（平成２６年度）　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院地球環境科学研究院　年次報告書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院環境科学院　年次報告書（平成２０年度～２２年度）　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院環境科学院　年次報告書（平成２３年度～２４年度）　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院環境科学院　年次報告書（平成２５年度）　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院環境科学院　年次報告書（平成２６年度）　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 大学院環境科学院　年次報告書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 資料 本研究科の資料 自己点検評価報告書（平成２６年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 諸手当関係 初任給調整手当 初任給調整手当チェックリスト（昭和６１年～６２年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1986年度 1988/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 服務 併任・兼業 併任・兼業台帳 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄記録簿（一般） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄記録簿（住宅） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 福利・厚生 財形貯蓄関係 財形貯蓄記録簿（年金） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 研究科長・副研究科長選挙 研究科長・副研究科長等選挙関係綴（平成１５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 研究科長・副研究科長選挙 研究科長・副研究科長等選挙関係綴（平成１６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 研究科長・副研究科長選挙 研究科長・副研究科長等選挙関係綴（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 研究科長・副研究科長選挙 研究科長・副研究科長等選挙関係綴（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 研究科長・副研究科長選挙 研究科長・副研究科長等選挙関係綴（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 研究科長・副研究科長選挙 研究科長・副研究科長等選挙関係綴（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 研究科長・副研究科長選挙 研究科長・副研究科長等選挙関係綴（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 研究科長・副研究科長選挙 研究科長・副研究科長等選挙関係綴（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 研究科長・副研究科長選挙 研究科長・副研究科長等選挙関係綴（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 過半数代表 過半数代表候補者選挙（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 201６年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係（平成１２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ＲＩ個人線量当量管理票（１） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ＲＩ個人線量当量管理票（２） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ＲＩ個人線量当量管理票（修了者分）（２） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 移設又は廃止連絡後5年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 エックス線装置設置届出等関係（７年度－１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1995年度 1996/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 フイルムバッチ関係（９年度-１０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1997年度 1998/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 フイルムバッチ関係（１１年度-１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1999年度 2000/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 フイルムバッチ関係（１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 フイルムバッチ関係（１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 フイルムバッチ関係（１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 フイルムバッチ関係（１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 フイルムバッチ関係（１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 修了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 修了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 修了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 修了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 ガラスバッジ関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 修了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄



環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 国際規制物資関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 組換えＤＮＡ関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 遺伝子組換え実験（病原性微生物のみ抜粋）（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 病原性微生物等（特定外来生物）（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 特別定期健康診断関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2013年度 2014/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素承認・変更届関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素装備機器関係１（６年度-８年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1994年度 1995/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素装備機器関係２（９年度-１０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1997年度 1998/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素装備機器関係３（１１年度-１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1999年度 2000/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（ＲＩ）（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（ＲＩ）（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（ＲＩ）（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（ＲＩ）（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（ＲＩ）（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（Ｘ線）（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄



環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（Ｘ線）（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（Ｘ線）（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（Ｘ線）（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 放射性同位元素等取扱者関係登録申請（Ｘ線）（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 RI等 表示付認証機器　保管・使用・廃棄関係 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 共同利用・共同研究関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 共同利用・共同研究関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 共同利用・共同研究関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 共同利用・共同研究関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 共同利用・共同研究関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 受託研究関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 受託研究関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 受託研究関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 受託研究関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 受託研究関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 乗船依頼関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 国立機関等共同利用関係（２４年） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 承諾書等発行（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 承諾書等発行（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 承諾書等発行（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 承諾書等発行（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 共同利用等 承諾書等発行（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 科学研究費補助金関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 ２１世紀ＣＯＥプログラム関係（平成１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 ２１世紀ＣＯＥプログラム関係（平成１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 ２１世紀ＣＯＥプログラム関係（平成１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 ２１世紀ＣＯＥプログラム関係（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 ２１世紀ＣＯＥプログラム関係（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 グローバルＣＯＥ関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 グローバルＣＯＥ関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 グローバルＣＯＥ関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 グローバルＣＯＥ関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 グローバルＣＯＥ関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 グローバルＣＯＥ関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 グローバルＣＯＥ関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 民間団体等研究助成（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 民間団体等研究助成（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 民間団体等研究助成（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 民間団体等研究助成（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 民間団体等研究助成（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 民間団体等研究助成（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 民間団体等研究助成（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 研究助成関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 研究助成関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 研究助成関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 助成金 研究助成関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 調査等 学術研究活動に関する調査（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 調査等 研究者総覧(８年度-９年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 調査等 研究者総覧(１１年度－１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 調査等 研究者総覧(１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 調査等 研究者総覧(１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 調査等 研究者総覧(１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 調査等 研究者総覧(１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 調査等 研究者総覧(１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 調査等 研究者総覧(１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄



環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 特別研究員関係 日本学術振興会特別研究員関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 発明 発明関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 その他 客員研究員関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 その他 客員研究員関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 その他 客員研究員関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 その他 客員研究員関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 安全保障輸出 安全保障輸出管理関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 安全保障輸出 安全保障輸出管理関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 安全保障輸出 安全保障輸出管理関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 安全保障輸出 安全保障輸出管理関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 その他 外国人研究者等宿泊施設関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 その他 外国人研究者等宿泊施設関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 その他 外国人研究者等宿泊施設関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 その他 外国人研究者等宿泊施設関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 その他 外国人研究者等宿泊施設関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(９年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(１０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(１１年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係１(１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(９年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(１０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(１１年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 拠点大学学術交流関係２(１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 日本学術振興会諸事業関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 日本学術振興会諸事業関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 日本学術振興会諸事業関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 日本学術振興会諸事業関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 日本学術振興会 日本学術振興会諸事業関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 国際交流 外国人研究員等受入れ（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 国際交流 外国人研究員等受入れ（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 国際交流 外国人研究員等受入れ（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 国際交流 外国人研究員等受入れ（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 国際交流 外国人研究員等受入れ（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 国際交流関係 派遣関係 北海道大学国際交流事業基金関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 派遣関係 北海道大学国際交流事業基金関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 派遣関係 北海道大学国際交流事業基金関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 派遣関係 北海道大学国際交流事業基金関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 派遣関係 北海道大学国際交流事業基金関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 派遣関係 北海道大学国際交流事業基金関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 派遣関係 北海道大学国際交流事業基金関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（写）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金研究成果報告書の提出状況（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金研究成果報告書の提出状況（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金研究成果報告書の提出状況（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 アルコール認定関係 アルコール使用簿（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 要件具備後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 アルコール認定関係 アルコール使用簿（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 要件具備後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 アルコール認定関係 アルコール使用簿（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 要件具備後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 アルコール認定関係 アルコール使用簿（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 要件具備後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 アルコール認定関係 アルコール使用簿（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 要件具備後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 アルコール認定関係 アルコール使用簿（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 要件具備後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 アルコール認定関係 アルコール認定申請書（控）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 要件具備後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 その他 タクシ－チケット受払簿（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 ボイラー性能検査書類（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 施設廃止後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 安全管理委員会（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出（支払）決議書（写）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出（支払）決議書（写）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出（支払）決議書（写）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出（支払）決議書（写）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費支出（支払）決議書（写）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 科学研究費補助金調書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄



環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査工事調書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査調書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 概算要求関係 概算要求原議書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 概算要求関係 概算要求原議書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 概算要求関係 概算要求原議書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 基準給与簿（部局分のみ）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 基準給与簿（部局分のみ）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 基準給与簿（部局分のみ）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 基準給与簿（部局分のみ）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 基準給与簿（部局分のみ）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 基準給与簿（部局分のみ）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 基準給与簿（部局分のみ）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 基準給与簿（部局分のみ）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（部局分）（平成２５年分） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 電子（HDD） 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（部局分）（平成２６年分） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 電子（HDD） 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（部局分）（平成２７年分） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 電子（HDD） 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 支給ファイルプルーフリスト（部局分）（平成２８年分） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 電子（HDD） 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金受入原義書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金受入原義書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金受入原義書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金受入原義書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 奨学寄附金委任経理金関係 寄附金受入原義書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（写）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 業務日誌関係 業務日誌（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 業務日誌関係 業務日誌（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 業務日誌関係 業務日誌（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 業務日誌関係 業務日誌（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 業務日誌関係 業務日誌（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 業務日誌関係 業務日誌（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 業務日誌関係 業務日誌（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 経費流用書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 経費流用書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 経費流用書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 経費流用書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部総務担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 国外の物品等の購入に関する特別調書（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 国外の物品等の購入に関する特別調書（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 国外の物品等の購入に関する特別調書（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 国外の物品等の購入に関する特別調書（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 国外の物品等の購入に関する特別調書（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 国外の物品等の購入に関する特別調書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 国外の物品等の購入に関する特別調書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産一時使用関係綴原義書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産一時使用関係綴原義書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産一時使用関係綴原義書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産一時使用関係綴原義書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産一時使用関係綴原義書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係原義書（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係原義書（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係原義書（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 法定帳簿 国有財産台帳綴（写）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 法定帳簿 国有財産台帳綴（写）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 法定帳簿 国有財産台帳綴（写）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 法定帳簿 国有財産台帳綴（写）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 法定帳簿 国有財産台帳綴（写）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 法定帳簿 国有財産台帳綴（写）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 法定帳簿 国有財産台帳綴（写）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 法定帳簿 国有財産台帳綴（写）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権管理簿（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権管理簿（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権管理簿（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権管理簿（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権管理簿（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権管理簿（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権管理簿（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 電子（財務会計システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権金額部局別集計表（授業料）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権金額部局別集計表（授業料）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権発生等通知書（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権発生等通知書（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 債権関係 債権発生等通知書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 歳出予算示達通知（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 歳出予算示達通知（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 歳出予算示達通知（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 歳出予算示達通知（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 示達・予算配分（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 示達・予算配分（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 その他 雑件関係綴（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 その他 雑件関係綴（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 その他 雑件関係綴（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 その他 雑件関係綴（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 その他 雑件関係綴（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 社会保険関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究一般分契約締結伺（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究契約（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究契約（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究契約（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究協議書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 受託研究政府出資金分契約締結伺（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 樹木台帳（補助簿） 樹木台帳綴（写）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 樹木台帳（補助簿） 樹木台帳綴（写）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 樹木台帳（補助簿） 樹木台帳綴（写）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 樹木台帳（補助簿） 樹木台帳綴（写）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 樹木台帳（補助簿） 樹木台帳綴（写）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 宿舎関係報告書等 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 宿舎関係報告書等 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 宿舎関係報告書等 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 昇降機保守調書（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 昇降機保守調書（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 昇降機保守調書（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防計画（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 施設滅失後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防計画（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 施設滅失後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防計画（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 施設滅失後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防計画（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 施設滅失後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防計画（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 施設滅失後1年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防設備点検書類（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防設備点検書類（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防設備点検書類（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防設備点検書類（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防設備点検書類（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防設備点検書類（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計その他 施設関係 消防設備点検書類（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 職員別給与簿（部局分のみ）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 職員別給与簿（部局分のみ）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 職員別給与簿（部局分のみ）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 職員別給与簿（部局分のみ）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 職員別給与簿（部局分のみ）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 職員別給与簿（部局分のみ）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 職員別給与簿（部局分のみ）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 職員別給与簿（部局分のみ）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 振替関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2018/3/31 紙 地下書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 振替関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 振替関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 予算振替（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 予算振替（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（部局分）（写）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（部局分）（写）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（部局分）（写）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（部局分）（写）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（部局分）（写）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（部局分）（写）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（部局分）（写）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会議 学内会議 大型実験機器管理委員会（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 賃金支給台帳（部局分のみ）（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 賃金支給台帳（部局分のみ）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 賃金支給台帳（部局分のみ）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 賃金支給台帳（部局分のみ）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 賃金支給台帳（部局分のみ）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 賃金支給台帳（部局分のみ）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 賃金支給台帳（部局分のみ）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 給与関係 賃金支給台帳（部局分のみ）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査の実施について（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査報告書（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査報告書（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査報告書（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査報告書（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査報告書（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 検査・監査 会計定時監査 定期会計監査報告書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者異動届（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者異動届（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者異動届（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者異動届（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計給与関係 所得税関係 特別徴収にかかる給与所得者異動届（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 不用決定承認関係書類（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（昭和５５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（昭和５６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（昭和５７年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（昭和５８年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（昭和５９年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（昭和６０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（昭和６１年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（昭和６２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（昭和６３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成１０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成１１年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成1年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成７年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成８年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品管理簿（平成９年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品寄附受入関係書類（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計物品関係 物品関係 物品無償貸付関係書類（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（写）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（写）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（写）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（学納金システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（写）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（学納金システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 歳入関係 収入関係 未納者名簿（授業料）（写）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（学納金システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究契約締結伺（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究契約締結伺（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究契約締結伺（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究契約締結伺（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究契約締結伺（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究契約締結伺（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 産学官連携 外部資金 民間等との共同研究契約締結伺（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係 通知・回答文書 調書・通知（調達関係）（平成27年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係 通知・回答文書 調書・通知（調達関係）（平成27年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（昭和６２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（昭和６３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄



環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１１年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成７年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成８年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 会計契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成９年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科会計掛 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 予算執行振替（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 MSファイル（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 MSファイル（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 予算配当原議書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 予算配当原議書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 予算配当原議書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 予算配当原議書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 予算配当関係 予算配当原議書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 通知・回答文書 調書・通知（予算関係）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 通知・回答文書 調書・通知（予算関係）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 出納関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 出納関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 出納関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 出納関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 予算 出納関係 旅費・謝金等の口座振込（変更）申出書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 外部資金 通知・回答文書 調書・通知（外部資金関係）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部会計担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子（教務情報システム） 共有サーバー内 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 留学生 安全保障輸出管理関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 安全保障輸出管理関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 安全保障輸出管理関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 安全保障輸出管理関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 安全保障輸出管理関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 TA/RA関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 TA/RA関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 TA/RA関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 TA/RA関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 TA/RA関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 インターンシップ関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 インターンシップ関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 インターンシップ関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 学術助成その他 その他 オープンキャンパス（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成その他 その他 オープンキャンパス（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 オープンキャンパス（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 オープンキャンパス（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 オープンキャンパス（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 オープンキャンパス（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 オープンキャンパス（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成その他 その他 オープンユニバーシティー関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成その他 その他 オープンユニバーシティー関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成その他 その他 オープンユニバーシティー関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 学術助成その他 その他 オープンユニバーシティー関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 その他 研究助成（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 その他 研究助成（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 その他 研究助成（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 その他 研究助成（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 その他 研究助成（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 証明書（教職・学芸員）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 証明書（教職・学芸員）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 証明書（教職・学芸員）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 入学式関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄



環境科学事務部 教務関係 教務 入学式関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 入学式関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2016年度 2014/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 改姓、改名届・本籍変更届（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 改姓、改名届・本籍変更届（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 改姓、改名届・本籍変更届（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 改姓、改名届・本籍変更届（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 改姓、改名届・本籍変更届（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 外国政府・海外留学関係奨学金（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 外国政府・海外留学関係奨学金（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 外国政府・海外留学関係奨学金（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 外国政府・海外留学関係奨学金（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 外国政府・海外留学関係奨学金（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 調査関係 調査 各種調査関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係(１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係(１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係(１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係(１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係(５年度-６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係(７年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係(８年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係1(１０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係1(１１年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係1(９年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係2(１０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係2(１１年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係2(９年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位関係調査（１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与関係(２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位授与状況等調査（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 学位被授与者名簿 大学院環境科学研究科事務長 大学院環境科学研究科学術助成掛 1980年度 1981/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学芸員・教育職員免許関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生カード（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生カード（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生カード（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生カード（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生カード（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生カード（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生カード（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生カード（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄



環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 10年 2033/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 学生の異動関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2014/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学生の事故 学生の事故報告関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学生の事故 学生の事故報告関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学生の事故 学生の事故報告関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学生の事故 学生の事故報告関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学生の事故 学生の事故報告関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生の旅行関係・海外学術調査許可願等（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生の旅行関係・海外学術調査許可願等（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生の旅行関係・海外学術調査許可願等（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生の旅行関係・海外学術調査許可願等（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生の旅行関係・海外学術調査許可願等（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 10年 2033/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 学生教育研究災害傷害保険関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 学生交流に関する覚書（平成１０－１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 学生就職先等調査票(１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 学生就職先等調査票(１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 学生就職先等調査票(１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 学生就職先等調査票(１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 学生就職先等調査票(２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 学生就職先等調査票(２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 学生就職先等調査票(２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 学生就職先等調査票(２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 調査等 学生生活調査等（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 調査等 学生生活調査等（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 調査等 学生アンケート（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 調査等 学生アンケート（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 調査等 学生アンケート（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 調査等 学生アンケート（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 学生便覧関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院修士課程学籍簿（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学院博士後期課程学籍簿（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学研究科研究生学籍簿（昭和５３－平成４年度） 大学院環境科学研究科事務長 大学院環境科学研究科学術助成掛 1978年度 1979/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学研究科修士課程学籍簿（昭和５１－５５年度） 大学院環境科学研究科事務長 大学院環境科学研究科学術助成掛 1976年度 1977/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学研究科修士課程学籍簿（昭和５６－６２年度） 大学院環境科学研究科事務長 大学院環境科学研究科学術助成掛 1981年度 1982/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学研究科修士課程学籍簿（昭和６３－平成４年度） 大学院環境科学研究科事務長 大学院環境科学研究科学術助成掛 1988年度 1989/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学研究科博士後期課程学籍簿（昭和５２－６１年度） 大学院環境科学研究科事務長 大学院環境科学研究科学術助成掛 1977年度 1978/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 環境科学研究科博士後期課程学籍簿（昭和６２－平成４年度） 大学院環境科学研究科事務長 大学院環境科学研究科学術助成掛 1987年度 1988/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 教務一般（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 教務一般（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 教務一般（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 教務一般（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 教務一般（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄



環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 研究生関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 研究題目（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 研究題目（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 研究題目（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 研究題目（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 研究題目（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 交換留学関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 交換留学関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 交換留学関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 交換留学関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 交換留学関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 公開講座関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 公開講座関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 公開講座関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 公開講座関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 公開講座関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 国費留学生関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 指導教員の変更（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 指導教員の変更（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 指導教員の変更（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 指導教員の変更（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 指導教員の変更（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生受入関係書類関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生受入関係書類関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生受入関係書類関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生受入関係書類関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生受入関係書類関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生受入関係書類関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生受入関係書類関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生奨学金関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生奨学金関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生奨学金関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生奨学金関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 私費留学生奨学金関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業計画（シラバス）（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 授業時間割関係（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 授業時間割関係（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 授業時間割関係（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 授業時間割関係（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 授業時間割関係（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職関係(２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 その他 就職内定状況調査（２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文関係(２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文（平成18年～平成24年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（CD） 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文（平成25年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（CD） 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文（平成26年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（CD） 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文（平成27年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（CD） 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文（平成28年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（CD） 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文要旨関係(１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文要旨関係(１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文要旨関係(６年度-８年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学位 修士論文要旨関係(９年度-１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 教務 成績表（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 成績表（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 成績表（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 成績表（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 成績表（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 全学教育科目関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 全学教育科目関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 全学教育科目関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 全学教育科目関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 全学教育科目関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 他学部・他研究科履修関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 他学部・他研究科履修関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 他学部・他研究科履修関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 他学部・他研究科履修関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 他学部・他研究科履修関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 大学情報データベース（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 調査関係 大学情報データベース（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究院研究生学籍簿（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科研究生学籍簿（平成１１－１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科研究生学籍簿（平成１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科研究生学籍簿（平成１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科研究生学籍簿（平成１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科研究生学籍簿（平成１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科研究生学籍簿（平成５－１０年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科修士課程学籍簿（平成１０－１１年度修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科修士課程学籍簿（平成１２年度修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科修士課程学籍簿（平成１３年度修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科修士課程学籍簿（平成１４年度修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科修士課程学籍簿（平成１５年度修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科修士課程学籍簿（平成１６年度在学） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科修士課程学籍簿（平成６－７年度修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1994年度 1995/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科修士課程学籍簿（平成８－９年度修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科博士後期課程学籍簿（平成１３年度退学・修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科博士後期課程学籍簿（平成１４年度退学・修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科博士後期課程学籍簿（平成１５年度退学・修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科博士後期課程学籍簿（平成１６年度在学） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科博士後期課程学籍簿（平成５－１２年度退学・修了） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 地球環境科学研究科博士後期課程学籍簿（平成５－９年度入学） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 金庫 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 留学生 中国政府国家建設高水平公派研究生項目（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 中国政府国家建設高水平公派研究生項目（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 中国政府国家建設高水平公派研究生項目（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 中国政府国家建設高水平公派研究生項目（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 中国政府国家建設高水平公派研究生項目（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 長期履修関係（平成１６年度～平成２２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 長期履修関係（平成２４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2012年度 2013/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 長期履修関係（平成２５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 長期履修関係（平成２６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 長期履修関係（平成２７年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 長期履修関係（平成２８年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 完結後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 定期健康診断関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 定期健康診断関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 定期健康診断関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 定期健康診断関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 定期健康診断関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学籍 転科・転専攻関係（平成１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転科・転専攻関係（平成１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転科・転専攻関係（平成１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転科・転専攻関係（平成５－１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 1993年度 1994/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科学術助成掛 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学籍 転学・転科・転専攻関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 学生 特別研究学生委託関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学生 特別研究学生委託関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学生 特別研究学生委託関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学生 特別研究学生委託関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 学生 特別研究学生委託関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　起学・地球圏）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（修士課程　生物圏・物質）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（博士後期課程）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学願書（不合格者・辞退者）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除・授業料免除関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除・授業料免除関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除・授業料免除関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除・授業料免除関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除・授業料免除関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除申請書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除申請書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除申請書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除申請書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 免除申請 入学料免除申請書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試１（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試１（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試１（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試１（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試１（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試１（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試１（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試１（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試２（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試２（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試２（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試２（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試２（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試２（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試２（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入試２（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学試験関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学試験関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 教務関係 入学試験 入学試験関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 研究協力関係 その他 北海道大学大学院地球環境科学研究院博士研究員関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 その他 博士研究員関係（無給）（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 その他 博士研究員関係（無給）（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 その他 博士研究員関係（無給）（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 研究協力関係 その他 博士研究員関係（無給）（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 北海道大学短期留学プログラム関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 北海道大学短期留学プログラム関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 北海道大学短期留学プログラム関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 北海道大学短期留学プログラム関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 北海道大学短期留学プログラム関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 民間団体等の奨学金関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 民間団体等の奨学金関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 民間団体等の奨学金関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 民間団体等の奨学金関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 奨学金 民間団体等の奨学金関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄



環境科学事務部 教務関係 教務 履修届（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 履修届（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 留学生関係（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部学術助成担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 留学生関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 留学生関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 留学生関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 留学生 留学生関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 世界展開力関係（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 世界展開力関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 世界展開力関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 教務関係 教務 世界展開力関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 管理運営関係 教務 教務委員会（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 国際交流関係 教務 ダブルディグリー・コチュテル・ジョイントディグリー関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部教務担当 廃棄
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 閲覧 目録 蔵書目録 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 利用統計（平成２４年度版） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 利用統計（平成２５年度版） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 利用統計（平成２６年度版） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 利用統計（平成２７年度版） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 利用統計（平成２８年度版） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 電子（HDD） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 図書物品関係 物品関係 図書移動協議書関係書類（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 閲覧 閲覧 図書借用書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 図書物品関係 物品関係 資産管理関係（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 図書物品関係 物品関係 資産管理関係（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 図書物品関係 物品関係 資産管理関係（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 通知・回答文書 通知・回答文書 公文書（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 通知・回答文書 通知・回答文書 公文書（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 通知・回答文書 通知・回答文書 公文書（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 通知・回答文書 通知・回答文書 公文書（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 通知・回答文書 通知・回答文書 公文書（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 会議 学内会議 図書委員会議事録（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 会議 学内会議 図書委員会議事録（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 会議 学内会議 図書委員会議事録（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 会議 学内会議 図書委員会議事録（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 会議 学内会議 図書委員会議事録（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 図書物品関係 物品関係 蔵書点検結果報告（平成２４年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 図書物品関係 物品関係 蔵書点検結果報告（平成２５年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 図書物品関係 物品関係 蔵書点検結果報告（平成２６年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 図書物品関係 物品関係 蔵書点検結果報告（平成２７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 図書物品関係 物品関係 蔵書点検結果報告（平成２８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 廃棄
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（昭和６１年度～平成１２年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科図書掛 1986年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成１３年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科図書掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成１４年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科図書掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成１５年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科図書掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成１６年度） 大学院地球環境科学研究科事務長 大学院地球環境科学研究科図書掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成１７年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成１８年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成１９年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成２０年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成２１年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成２２年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 蔵書統計（平成２３年度） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 利用統計（平成２２年度版） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
環境科学事務部 報告 報告 利用統計（平成２３年度版） 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 電子（外部記録媒体） 図書室 環境科学事務部事務長 環境科学事務部図書担当 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 入学試験 入学試験委員会資料(平成24年度) 学院長 入試担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務部 学院長 入試担当教員 廃棄
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 入学試験 入学試験委員会資料(平成25年度) 学院長 入試担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務部 学院長 入試担当教員 廃棄
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 入学試験 入学試験委員会資料(平成26年度) 学院長 入試担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務部 学院長 入試担当教員 廃棄
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 入学試験 入学試験委員会資料(平成27年度) 学院長 入試担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務部 学院長 入試担当教員 廃棄
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 入学試験 入学試験委員会資料(平成28年度) 学院長 入試担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務部 学院長 入試担当教員 廃棄
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成19年度) 学院長 委員長 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成20年度) 学院長 委員長 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成21年度) 学院長 委員長 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成22年度) 学院長 委員長 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成23年度) 学院長 委員長 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成24年度) 学院長 委員長 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成25年度) 学院長 委員長 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成26年度) 学院長 委員長 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成27年度) 学院長 委員長 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
国際広報メディア・観光学院 国際広報メディア・観光学院 広報 広報委員会資料(平成27年度) 学院長 委員長 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員室 学院長 委員会委員長 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 学術交流 学術交流協定関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 構内通行 構内通行証（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 構内通行 構内通行証（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 構内通行 構内通行証（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 財形 財形貯蓄関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 財形 財形貯蓄関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 財形 財形貯蓄関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 財形 財形貯蓄関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 財形 財形貯蓄関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 庶務 庶務関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 庶務 庶務関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 庶務 庶務関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 庶務 庶務関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 庶務 庶務関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 大学情報データベース 大学情報データベース（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 調査 大学における教育内容等の改革状況調査（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 規程 規程制定・改廃（平成24年度） 事務長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 規程 規程制定・改廃（平成25年度） 事務長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 規程 規程制定・改廃（平成26年度） 事務長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 規程 規程制定・改廃（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 規程 規程制定・改廃（平成28年度） 事務長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 情報公開（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 情報公開（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 個人情報保護関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 個人情報保護関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 個人情報保護関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 個人情報保護関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 個人情報保護関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 北大時報原稿（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 北大時報原稿（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 北大時報原稿（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 北大時報原稿（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 情報公開 北大時報原稿（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 各種行事 ホームカミングデー（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 各種行事 ホームカミングデー（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 各種行事 ホームカミングデー（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 各種行事 ホームカミングデー（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 各種行事 ホームカミングデー（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 研究員 研究員（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 研究員 研究員（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 研究員 研究員（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 研究員 研究員（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 研究員 研究員（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 その他 設置・改廃 大学院設置履行状況報告書・計画変更の取り扱い（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 設置・改廃 大学院設置履行状況報告書・計画変更の取り扱い（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 設置・改廃 大学院設置履行状況報告書・計画変更の取り扱い（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 設置・改廃 大学院設置履行状況報告書・計画変更の取り扱い（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



メディア・観光学事務部 その他 設置・改廃 大学院設置履行状況報告書・計画変更の取り扱い（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 設置・改廃 大学院設置履行状況報告書・計画変更の取り扱い（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 大学設置審 大学院国際広報メディア研究科設置計画に係る提出書類（教員の個人調書等） 事務長 総務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 大学設置審 大学院国際広報メディア研究科設置計画に係る補正計画書 事務長 総務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 大学設置審 大学院国際広報メディア研究科設置計画に係る補正計画書（抜刷） 事務長 総務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 大学設置審 大学院国際広報メディア研究科設置計画書 事務長 総務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 その他 大学設置審 大学院国際広報メディア研究科設置計画書（抜刷） 事務長 総務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成19年度） 事務長 総務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成20年度） 事務長 総務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成21年度） 事務長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成22年度） 事務長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成23年度） 事務長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成24年度） 事務長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成25年度） 事務長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 総長選 総長選 総長選意向聴取関係（平成28年度） 事務長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立五大学大学院独立研究科長連絡会議（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学外国語教育連絡協議会（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局事務協議会（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学外会議 国立七大学共通教育主幹部局長会議（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 観光学高等研究センター運営委員会（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育センター運営委員会（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（昭和59年度） 事務長 総務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（昭和60年度） 事務長 総務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（昭和61年度） 事務長 総務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（昭和62年度） 事務長 総務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（昭和63年度） 事務長 総務係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成元年度） 事務長 総務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成2年度） 事務長 総務係 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成3年度） 事務長 総務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成4年度） 事務長 総務係 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成5年度） 事務長 総務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成6年度） 事務長 総務係 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成7年度） 事務長 総務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成8年度-1） 事務長 総務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成8年度-2） 事務長 総務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成9年度） 事務長 総務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成10年度） 事務長 総務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成11年度） 事務長 総務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部教授会議事録（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院教授会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院教授会（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院教授会（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院教授会（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院教授会（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部設置準備委員会記録 事務長 総務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 言語文化部点検評価委員会（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科運営委員会（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科運営委員会（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科運営委員会（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科運営委員会（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科運営委員会（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科運営委員会（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科運営委員会（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学院総務委員会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学院総務委員会（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学院総務委員会（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院総務委員会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院総務委員会（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院総務委員会（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院総務委員会（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 研究院総務委員会（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科教授会議事録（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科教授会議事録（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科教授会議事録（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科教授会議事録（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科教授会議事録（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科教授会議事録（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学院教授会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学院教授会（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学院教授会（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学院教授会（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学院教授会（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教授会（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教授会（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教授会（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教授会（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教授会（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 総務委員会（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 総務委員会（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 総務委員会（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 総務委員会（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 総務委員会（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 選挙 選挙 国際広報メディア研究科長候補者推薦投票関係（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



メディア・観光学事務部 選挙 選挙 国際広報メディア研究科長候補者推薦投票関係（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 選挙 選挙 国際広報メディア研究科長候補者推薦投票関係（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 選挙 選挙 研究院長・学院長候補者選挙（平成21年度） 事務長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 選挙 選挙 研究院長・学院長候補者選挙（平成23年度） 事務長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 選挙 選挙 研究院長・学院長候補者選挙（平成25年度） 事務長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 選挙 選挙 研究院長・学院長候補者選挙（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 選挙 選挙 研究院長・学院長候補者選挙（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科点検評価委員会（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科点検評価委員会（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科点検評価委員会（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科点検評価委員会（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科点検評価委員会（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 国際広報メディア研究科点検評価委員会（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 将来計画委員会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 点検評価委員会（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費補助金関係(平成18年度) 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費補助金関係(平成19年度) 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費補助金関係(平成20年度) 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費補助金関係(平成21年度) 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費補助金関係(平成22年度) 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費補助金関係(平成23年度) 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費関係(平成24年度) 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費関係(平成25年度) 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費関係(平成26年度) 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費関係(平成27年度) 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 科学研究費 科学研究費関係(平成28年度) 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 特別研究員 学術振興会特別研究員（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 研究助成 特別研究員 学術振興会特別研究員（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 研究助成 特別研究員 学術振興会特別研究員（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 研究助成 特別研究員 学術振興会特別研究員（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 研究助成 特別研究員 学術振興会特別研究員（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 研究助成 特別研究員 学術振興会特別研究員（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 研究助成 特別研究員 学術振興会特別研究員（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 研究助成 特別研究員 学術振興会特別研究員（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 研究助成 各種助成 助成関係（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 各種助成 助成関係（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 各種助成 助成関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 各種助成 助成関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 各種助成 助成関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 各種助成 助成関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 各種助成 助成関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 研究助成 21世紀ＣＯＥプログラム（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 研究助成 21世紀ＣＯＥプログラム（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 在外研究 海外先進教育研究実践支援プログラム（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 在外研究 海外先進教育研究実践支援プログラム（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 研究助成 在外研究 海外先進教育研究実践支援プログラム（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 国際交流 国際交流 国際交流関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 国際交流 国際交流 国際交流関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 国際交流 国際交流 国際交流関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 国際交流 国際交流 国際交流関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 国際交流 国際交流 国際交流関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 国際交流 国際交流 スーパーグローバル関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 国際交流 国際交流 スーパーグローバル関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 国際交流 国際交流 スーパーグローバル関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 公開講座 公開講座 公開講座関係(平成24年度) 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 公開講座 公開講座 公開講座関係(平成25年度) 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 公開講座 公開講座 公開講座関係(平成26年度) 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 公開講座 公開講座 公開講座関係(平成27年度) 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 公開講座 公開講座 公開講座関係(平成28年度) 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 行事・式典 行事・式典 国際広報メディア研究科設立記念式典（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 安全保障輸出 安全保障輸出 安全保障輸出（平成22年度） 事務長 総務係 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全保障輸出 安全保障輸出 安全保障輸出（平成23年度） 事務長 総務係 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全保障輸出 安全保障輸出 安全保障輸出（平成24年度） 事務長 総務係 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全保障輸出 安全保障輸出 安全保障輸出（平成25年度） 事務長 総務係 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全保障輸出 安全保障輸出 安全保障輸出（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全保障輸出 安全保障輸出 安全保障輸出（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全保障輸出 安全保障輸出 安全保障輸出（平成28年度） 事務長 総務係 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄



メディア・観光学事務部 安全衛生管理 安全衛生管理 安全衛生関係（平成24年度） 事務長 総務係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全衛生管理 安全衛生管理 安全衛生関係（平成25年度） 事務長 総務係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全衛生管理 安全衛生管理 安全衛生関係（平成26年度） 事務長 総務係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全衛生管理 安全衛生管理 安全衛生関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 安全衛生管理 安全衛生管理 安全衛生関係（平成28年度） 事務長 総務係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成19年度） 事務長 総務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成20年度） 事務長 総務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成21年度） 事務長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成22年度） 事務長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成23年度） 事務長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成24年度） 事務長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成25年度） 事務長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 寄附講座 寄附講座 寄附講座（平成28年度） 事務長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成19年度） 事務長 総務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成20年度） 事務長 総務係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成21年度） 事務長 総務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成22年度） 事務長 総務係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成23年度） 事務長 総務係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成24年度） 事務長 総務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成25年度） 事務長 総務係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成26年度） 事務長 総務係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 点検評価 点検評価 点検・評価関係（平成28年度） 事務長 総務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 永年勤続者表彰（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 栄典・表彰 叙位・叙勲（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 外国人教師等 外国人教師（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 外国人教師等 外国人教師（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 外国人教師等 外国人教師（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 外国人教師等 外国人教師（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 外国人教師等 外国人教師（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 過年度追給・返納・戻入（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 過年度追給・返納・戻入（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 過年度追給・返納・戻入（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 過年度追給・返納・戻入（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 過年度追給・返納・戻入（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 給与関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 月例給与関係（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 月例給与関係（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 月例給与関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 月例給与関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 月例給与関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 月例給与関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄



メディア・観光学事務部 人事 給与関係 月例給与関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 プルーフファイルリスト（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 プルーフファイルリスト（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 プルーフファイルリスト（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 プルーフファイルリスト（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 プルーフファイルリスト（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 プルーフファイルリスト（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 給与関係 プルーフファイルリスト（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 公務災害 公務災害・通勤災害（平成21年度） 事務長 総務係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 公務災害 公務災害・通勤災害（平成22年度） 事務長 総務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 教員人事評価（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 教員人事評価（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 教員人事評価（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 教員人事評価（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 教員人事評価（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 ＴＡ・ＲＡ採用関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 ＴＡ・ＲＡ採用関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 ＴＡ・ＲＡ採用関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 ＴＡ・ＲＡ採用関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 ＴＡ・ＲＡ採用関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 雇用保険（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 雇用保険（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 雇用保険（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 雇用保険（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 雇用保険（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 雇用保険（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 雇用保険（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 雇用保険（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 非常勤講師（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 非常勤講師（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 非常勤講師（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 非常勤講師（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 非常勤講師（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短時間勤務職員（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短時間勤務職員（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短時間勤務職員（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短時間勤務職員（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短時間勤務職員（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短期支援員（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短期支援員（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短期支援員（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短期支援員（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 短期支援員（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 教官異動台帳定員・現員 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 教員公募（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 教員公募（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 教員公募（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 教員公募（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 教員公募（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 身分証明書発行台帳（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 各種証明書（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 2年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事異動上申（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事異動上申（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事異動上申（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事異動上申（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事異動上申（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事記録記載事項（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事記録記載事項（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 人事記録記載事項（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 他大学教員公募（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 他大学教員公募（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 他大学教員公募（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 他大学教員公募（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 他大学教員公募（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（昭和62年度） 事務長 総務係 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（昭和63年度） 事務長 総務係 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成元年度） 事務長 総務係 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄



メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成2年度） 事務長 総務係 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成3年度） 事務長 総務係 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成4年度） 事務長 総務係 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成5年度） 事務長 総務係 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成6年度） 事務長 総務係 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成7年度） 事務長 総務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成8年度） 事務長 総務係 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成9年度） 事務長 総務係 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成10年度） 事務長 総務係 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成11年度） 事務長 総務係 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 定員関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成18年度） 事務長 総務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 ポイント管理台帳（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成10年度） 事務長 総務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成11年度） 事務長 総務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成18年度） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 任免関係 名誉教授（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 兼業 兼業関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 兼業 兼業関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 兼業 兼業関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 兼業 兼業関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 兼業 兼業関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 研修 研修関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 研修 研修関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 研修 研修関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 入試 入試関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 入試 入試関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 入試 入試関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 入試 入試関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 入試 入試関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成18年度） 事務長 総務担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



メディア・観光学事務部 人事 過半数代表 過半数代表者（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 人事 裁量労働カード 裁量労働カード（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 裁量労働カード 裁量労働カード（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 裁量労働カード 裁量労働カード（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 裁量労働カード 裁量労働カード（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 裁量労働カード 裁量労働カード（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 勤務を要しない日振替簿及び代休日指定簿（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 勤務を要しない日振替簿及び代休日指定簿（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 勤務を要しない日振替簿及び代休日指定簿（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（外国人教師）（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（外国人教師）（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（外国人教師）（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（外国人教師）（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（外国人教師）（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（外国人教師）（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（研究院）（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（研究院）（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（研究院）（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（研究院）（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（研究院）（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（研究院）（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（非常勤講師・ＴＡ・ＲＡ）（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（非常勤講師・ＴＡ・ＲＡ）（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（非常勤講師・ＴＡ・ＲＡ）（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（非常勤講師・ＴＡ・ＲＡ）（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（非常勤講師・ＴＡ・ＲＡ）（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（非常勤講師・ＴＡ・ＲＡ）（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（事務室）（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 諸手当（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成19年度） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成20年度） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成21年度） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成22年度） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成23年度） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 保健関係 健康診断関係（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 保健関係 健康診断関係（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 保健関係 健康診断関係（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 保健関係 健康診断関係（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事・勤務 保健関係 健康診断関係（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成18年度) 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成19年度) 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成20年度) 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成21年度) 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成22年度) 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成23年度) 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成24年度) 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成25年度) 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成26年度) 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成27年度) 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 学校基本調査(平成28年度) 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 言語文化部文書収受発送簿（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 言語文化部文書収受発送簿（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 言語文化部文書収受発送簿（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 言語文化部文書収受発送簿（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 言語文化部文書収受発送簿（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 言語文化部文書収受発送簿（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 国際広報メディア研究科文書収受発送簿（平成12年度） 事務長 総務係 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 国際広報メディア研究科文書収受発送簿（平成13年度） 事務長 総務係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 国際広報メディア研究科文書収受発送簿（平成14年度） 事務長 総務係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 国際広報メディア研究科文書収受発送簿（平成15年度） 事務長 総務係 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 国際広報メディア研究科文書収受発送簿（平成16年度） 事務長 総務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 国際広報メディア研究科文書収受発送簿（平成17年度） 事務長 総務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成18年） 事務長 総務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成19年） 事務長 総務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成20年） 事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成21年） 事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成22年） 事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成23年） 事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成24年） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成25年） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成26年） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成27年） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成28年） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成24年度） 事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成25年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成26年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成27年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成28年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 インターンシップ委員会（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 インターンシップ委員会（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 インターンシップ委員会（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 インターンシップ委員会（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 学生委員会（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育企画専門委員会（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育企画専門委員会（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育企画専門委員会（平成２１年度～平成２３年度） 事務長 教務担当 2010年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育企画専門委員会（平成２４年度～平成２５年度) 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育企画専門委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育企画専門委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 外国語教育企画専門委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 教務委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 入学試験委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 人間を実験調査等の直接対象とする研究審査（平成２３年度～平成２４年度） 事務長 教務担当 2011年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 人間を実験調査等の直接対象とする研究審査（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 人間を実験調査等の直接対象とする研究審査（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 人間を実験調査等の直接対象とする研究審査（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 人間を実験調査等の直接対象とする研究審査（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文課題提出書（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文課題提出書（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文課題提出書（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文趣意書（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文趣意書（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文趣意書（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文審査結果報告書（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文審査結果報告書（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文審査結果報告書（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 修士論文関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士論文関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士論文関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士論文関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士論文関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士論文関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士論文関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士論文関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士課程研究指導報告書（平成１４年度～平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士課程研究指導報告書（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士課程研究指導報告書（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士課程研究指導報告書（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学位 修了 博士課程研究指導報告書（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学位 学位関係（平成１９年度～平成２３年度） 事務長 教務担当 2007年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学位 学位関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学位 学位関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学位 学位関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学位 学位関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学位 学位関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成１２年度） 事務長 教務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成１３年度） 事務長 教務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成１４年度） 事務長 教務係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成１５年度） 事務長 教務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成１６年度） 事務長 教務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成２３年度～平成２４年度） 事務長 教務担当 2010年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学籍簿（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 異動関係（平成１２年度～平成２４年度） 事務長 教務担当 2010年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 異動関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学生の異動関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学生の異動関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 学生の異動関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 研究生 研究生関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 留学生関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 事前確認シート（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 事前確認シート（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 学籍 長期履修 長期履修（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 学籍 長期履修 長期履修（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 学籍 長期履修 長期履修（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 学籍 長期履修 長期履修（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 学籍 長期履修 長期履修（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許等関係（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許等関係（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許等関係（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許等関係（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許等関係（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許等関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許等関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教職免許 教職免許 教職免許関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 その他 教務関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 教務関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 教務関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 教務関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 教務関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 履修 インターンシップ関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 履修 インターンシップ関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 履修 インターンシップ関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 履修 成績評価表（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断 当初の保存期間満了日：2015年3月31日　延長期間：2年

メディア・観光学事務部 教務 履修 成績関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 履修 成績関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 履修 成績関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 履修 成績関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 履修 成績関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 履修 大学院履修関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 履修 大学院履修関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 履修 大学院履修関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 履修 大学院履修関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 履修 大学院履修関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（修士）（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（修士）（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（修士）（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（修士）（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（修士）（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（修士）（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（修士）（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 シラバス（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 全学教育科目関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 全学教育科目関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 全学教育科目関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 外国語特別講義（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 外国語特別講義（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 外国語特別講義（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 外国語特別講義（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 講義 開講科目 外国語特別講義（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 証明書 証明書関係 証明書関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 証明書 証明書関係 証明書関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 証明書 証明書関係 証明書関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 調査 調査 調査関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 調査 調査 調査関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 調査 調査 調査関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 調査 調査 調査関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 調査 調査 調査関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士不合格者出願書類（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格者出願書類（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格者出願書類（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格者出願書類（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士不合格者出願書類（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士不合格者出願書類（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士不合格者出願書類（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格不合格者出願書類（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格不合格者出願書類（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格不合格者出願書類（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格不合格者出願書類（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格不合格者出願書類（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格不合格者出願書類（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 修士合格不合格者出願書類（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 大学院入試（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格者出願書類（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格者出願書類（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格者出願書類（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士不合格者出願書類（平成１８年度） 事務長 教務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士不合格者出願書類（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士不合格者出願書類（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断



メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士不合格者出願書類（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格不合格者出願書類（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格不合格者出願書類（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格不合格者出願書類（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格不合格者出願書類（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格不合格者出願書類（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格不合格者出願書類（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 博士合格不合格者出願書類（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 インターネット出願関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 インターネット出願関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 インターネット出願関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 入学試験 大学院入学試験 インターネット出願関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 その他 就職関係（平成１９年度） 事務長 教務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 福利厚生 その他 就職関係（平成２０年度） 事務長 教務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 福利厚生 その他 就職関係（平成２１年度） 事務長 教務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 福利厚生 その他 就職関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 その他 就職関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 その他 就職関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 学生関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 学生関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 学生関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 学生関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 学生関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 各種届（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 各種届（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 各種届（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 雑件（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 雑件（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 雑件（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 雑件（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 雑件（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 海外派遣受入れ（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 海外派遣受入れ（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 学生海外派遣関係（海外派遣奨学金を含む）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 学生海外派遣関係（海外派遣奨学金を含む）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 学生海外派遣関係（海外派遣奨学金を含む）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 大学パンフレット・募集要項（平成２２年度） 事務長 教務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 その他 大学パンフレット・募集要項（平成２３年度） 事務長 教務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 その他 大学パンフレット・募集要項（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 その他 指導教員関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 指導教員関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 入学式・修了式（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 入学式・修了式（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 入学式・修了式（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 入学式・修了式（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 入学式・修了式（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 その他 舞台は地球賞関係（平成２４年度～平成２８年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 その他 専門研究員（平成２２年度～平成２８年度） 事務長 教務担当 2010年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 日本育英会以外奨学金（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 日本育英会以外奨学金（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 民間団体等の奨学金関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 民間団体等の奨学金関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 民間団体等の奨学金関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 日本学生支援機構奨学金関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 若手研究者養成経費（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 若手研究者養成経費（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 若手研究者養成経費（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 若手研究者養成経費（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 若手研究者養成経費（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 東日本大震災の被災地における本学院学生の現地調査研究に関する助成（平成２３年度～平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 奨学金 学院奨学金関係（平成２５年度～平成２８年度） 事務長 教務担当 2013年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 入学料免除・授業料免除 入学料（徴収猶予）・授業料免除関係（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 入学料免除・授業料免除 入学料（徴収猶予）・授業料免除関係（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 入学料免除・授業料免除 入学料（徴収猶予）・授業料免除関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 入学料免除・授業料免除 入学料（徴収猶予）・授業料免除関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 福利厚生 入学料免除・授業料免除 入学料（徴収猶予）・授業料免除関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 奨学金 留学生関係　各種奨学金在籍簿（平成２４年度） 事務長 教務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 奨学金 留学生関係　各種奨学金在籍簿（平成２５年度） 事務長 教務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 奨学金 留学生　各種奨学金在籍簿（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 奨学金 留学生　各種奨学金在籍簿（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 奨学金 留学生　各種奨学金在籍簿（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 研究助成 研究助成（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 研究助成 研究助成（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 研究助成 研究助成（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目留学生（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目留学生（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 中国政府国家建設高水平大学公派研究生項目留学生（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 国費外国人留学生関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄



メディア・観光学事務部 教務 留学生 国費外国人留学生関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 国費外国人留学生関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 私費留学生奨学金関係（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 私費留学生奨学金関係（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 教務 留学生 私費留学生奨学金関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 調査 調査 就職内定状況調査（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 就職内定状況調査（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 調査 調査 就職内定状況調査（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 保証書（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 保証書（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 学籍 学籍 保証書（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 英語プログラム企画専門委員会（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 英語プログラム企画専門委員会（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 会議 学内会議 英語プログラム企画専門委員会（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 その他 広報関係（入試・ＨＰ）（平成２６年度） 事務長 教務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 その他 広報関係（入試・ＨＰ）（平成２７年度） 事務長 教務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 その他 広報関係（入試・ＨＰ）（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 教務 その他 サマー・インスティテュート関係（平成２８年度） 事務長 教務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部教務担当 廃棄
メディア・観光学事務部 HINES関係 HINES関係 HINES関係（申請書・登録書類）(平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 HINES関係 HINES関係 HINES関係（申請書・登録書類）(平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 HINES関係 HINES関係 HINES関係（申請書・登録書類）(平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 寄附金債務計上票（平成22年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 寄附金債務計上票（平成23年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 寄附金債務計上票（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 寄附金債務計上票（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 寄附金債務計上票（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 寄附金債務計上票（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 寄附金債務計上票（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費支払決議書（平成18年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成19年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成20年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成21年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成22年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成23年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 科学研究費債務計上票（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 受託事業費債務計上票（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 受託事業費債務計上票（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 受託事業費債務計上票（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 支払決議書 受託事業費債務計上票（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 プロジェクトの終了後７年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成18年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成19年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成20年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成21年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成22年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成23年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 科学研究費関係(平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 寄附金関係（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 寄附金関係（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 寄附金関係（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 寄附金関係（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 寄附金関係（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 受託事業費関係(平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 受託事業費関係(平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 受託事業費関係(平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 外部資金関係 通知・照会・回答文書等 受託事業費関係(平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 給与関係 給与関係 年末調整関係（平成22年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 給与関係 給与関係 年末調整関係（平成23年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 給与関係 給与関係 年末調整関係（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 給与関係 給与関係 年末調整関係（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 給与関係 給与関係 年末調整関係（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 給与関係 給与関係 年末調整関係（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 給与関係 給与関係 年末調整関係（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 契約関係 通知・照会・回答文書等 契約関係（平成22年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 契約関係 通知・照会・回答文書等 契約関係（平成23年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 契約関係 通知・照会・回答文書等 契約関係（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 契約関係 通知・照会・回答文書等 契約関係（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 契約関係 通知・照会・回答文書等 契約関係（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 契約関係 通知・照会・回答文書等 契約関係（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 契約関係 通知・照会・回答文書等 契約関係（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 国有財産関係 国有財産管理 国有財産増減 事務長 会計係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 収入関係 通知・照会・回答文書等 収入関係（平成22年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 収入関係 通知・照会・回答文書等 収入関係（平成23年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 収入関係 通知・照会・回答文書等 収入関係（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 収入関係 通知・照会・回答文書等 収入関係（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄



メディア・観光学事務部 収入関係 通知・照会・回答文書等 収入関係（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 収入関係 通知・照会・回答文書等 収入関係（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 収入関係 通知・照会・回答文書等 収入関係（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 施設営繕関係 通知・照会・回答文書等 施設営繕関係（平成22年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 施設営繕関係 通知・照会・回答文書等 施設営繕関係（平成23年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 施設営繕関係 通知・照会・回答文書等 施設営繕関係（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 施設営繕関係 通知・照会・回答文書等 施設営繕関係（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 施設営繕関係 通知・照会・回答文書等 施設営繕関係（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 施設営繕関係 通知・照会・回答文書等 施設営繕関係（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 施設営繕関係 通知・照会・回答文書等 施設営繕関係（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 宿舎関係 宿舎関係 宿舎関係（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 宿舎関係 宿舎関係 宿舎関係（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 宿舎関係 宿舎関係 宿舎関係（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 消防関係 消防関係 消防用設備等維持管理台帳（平成19年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 消防関係 消防関係 消防用設備等維持管理台帳（平成20年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 消防関係 消防関係 消防用設備等維持管理台帳（平成21年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 消防関係 消防関係 消防用設備等維持管理台帳（平成22年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 消防関係 消防関係 消防用設備等維持管理台帳（平成23年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 消防関係 消防関係 消防用設備等維持管理台帳（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 消防関係 消防関係 消防用設備等維持管理台帳（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 消防関係 消防関係 消防用設備等維持管理台帳（平成25年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 消防関係 消防関係 消防用設備等維持管理台帳（平成26年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 社会保険（平成21年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後４年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 社会保険（平成22年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後４年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 社会保険（平成23年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後４年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 社会保険（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後４年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 社会保険（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後４年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 社会保険（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後４年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 社会保険（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後４年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 人事 任免・給与関係 社会保険（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後４年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿 事務長 会計係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
メディア・観光学事務部 予算関係 概算要求関係 概算要求関係（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 概算要求関係 概算要求関係（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 概算要求関係 概算要求関係（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 通知・照会・回答文書等 予算関係（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 通知・照会・回答文書等 予算関係（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 通知・照会・回答文書等 予算関係（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 通知・照会・回答文書等 予算関係（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 通知・照会・回答文書等 予算関係（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 予算配当関係（部内） 当初配当関係資料（平成24年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 予算配当関係（部内） 当初配当関係資料（平成25年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 予算配当関係（部内） 当初配当関係資料（平成26年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 予算配当関係（部内） 当初配当関係資料（平成27年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
メディア・観光学事務部 予算関係 予算配当関係（部内） 当初配当関係資料（平成28年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部会計担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（観光学高等研究センター）（平成２３年度） 事務長 センター事務 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（観光学高等研究センター）（平成２４年度） 事務長 センター事務 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（観光学高等研究センター）（平成２５年度） 事務長 センター事務 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（観光学高等研究センター）（平成２６年度） 事務長 センター事務 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（観光学高等研究センター）（平成２７年度） 事務長 センター事務 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（観光学高等研究センター）（平成２８年度） 事務長 センター事務 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事 兼業 兼業許可申請（平成２４年度） 事務長 センター事務 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事 兼業 兼業許可申請（平成２５年度） 事務長 センター事務 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事 兼業 兼業許可申請（平成２６年度） 事務長 センター事務 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事 兼業 兼業許可申請（平成２７年度） 事務長 センター事務 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事 兼業 兼業許可申請（平成２８年度） 事務長 センター事務 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（観光学高等研究センター）（平成２６年度） 事務長 センター事務 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（観光学高等研究センター）（平成２７年度） 事務長 センター事務 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（観光学高等研究センター）（平成２８年度） 事務長 センター事務 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（観光学高等研究センター）（平成２４年度） 事務長 センター事務 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（観光学高等研究センター）（平成２５年度） 事務長 センター事務 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（観光学高等研究センター）（平成２６年度） 事務長 センター事務 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（観光学高等研究センター）（平成２７年度） 事務長 センター事務 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
観光学高等研究センター事務 人事・勤務 出張・研修関係 旅行命令簿・研修承認申請書（観光学高等研究センター）（平成２８年度） 事務長 センター事務 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 メディア・観光学事務部総務担当 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 ドイツ語教育系学科会議議事録(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 ドイツ語教育系学科会議議事録(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 ドイツ語教育系学科会議議事録(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 学期末・中間試験問題(平成24年度) センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 学期末・中間試験問題(平成25年度) センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 学期末・中間試験問題(平成26年度) センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 学期末・中間試験問題(平成27年度) センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 学期末・中間試験問題(平成28年度) センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 ドイツ語統一試験問題(平成24年度) センター長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 ドイツ語統一試験問題(平成25年度) センター長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 ドイツ語統一試験問題(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 ドイツ語統一試験問題(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター ドイツ語教育系 ドイツ語統一試験問題(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 フランス語統一試験問題(平成24年度) センター長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 フランス語統一試験問題(平成25年度) センター長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 フランス語統一試験問題(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 フランス語統一試験問題(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 フランス語統一試験問題(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 学期末・中間試験問題(平成24年度) センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄



外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 学期末・中間試験問題(平成25年度) センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 学期末・中間試験問題(平成26年度) センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 学期末・中間試験問題(平成27年度) センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター フランス語教育系 学期末・中間試験問題(平成28年度) センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ロシア語教育系 ロシア語統一試験問題(平成24年度) センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ロシア語教育系 ロシア語統一試験問題(平成25年度) センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ロシア語教育系 ロシア語統一試験問題(平成26年度) センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ロシア語教育系 ロシア語統一試験問題(平成27年度) センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター ロシア語教育系 ロシア語統一試験問題(平成28年度) センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 英語指導上の留意点(平成24年度) センター長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 英語指導上の留意点(平成25年度) センター長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 英語指導上の留意点(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 英語指導上の留意点(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 英語指導上の留意点(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 系会議議事録(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 系会議議事録(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 系会議議事録(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 定期試験問題(平成24年度) センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 定期試験問題(平成25年度) センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 定期試験問題(平成26年度) センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 定期試験問題(平成27年度) センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 英語教育系 定期試験問題(平成28年度) センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 学期末・中間試験問題(平成24年度) センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 学期末・中間試験問題(平成25年度) センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 学期末・中間試験問題(平成26年度) センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 学期末・中間試験問題(平成27年度) センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 学期末・中間試験問題(平成28年度) センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 系会議議事録(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 系会議議事録(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 系会議議事録(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 中国語統一試験問題(平成24年度) センター長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 中国語統一試験問題(平成25年度) センター長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 中国語統一試験問題(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 中国語統一試験問題(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 中国語教育系 中国語統一試験問題(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子（外部記録媒体） 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 韓国語統一試験問題(平成24年度) センター長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 韓国語統一試験問題(平成25年度) センター長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 韓国語統一試験問題(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 韓国語統一試験問題(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 韓国語統一試験問題(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 学期末・中間試験問題(平成24年度) センター長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 学期末・中間試験問題(平成25年度) センター長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 学期末・中間試験問題(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 学期末・中間試験問題(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター 韓国語教育系 学期末・中間試験問題(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 スペイン語統一試験問題(平成24年度) センター長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 スペイン語統一試験問題(平成25年度) センター長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 スペイン語統一試験問題(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 スペイン語統一試験問題(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 スペイン語統一試験問題(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 スペイン語統一試験問題(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄
外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 学期末・中間試験問題(平成24年度) センター長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 学期末・中間試験問題(平成25年度) センター長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 学期末・中間試験問題(平成26年度) センター長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 学期末・中間試験問題(平成27年度) センター長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

外国語教育センター 外国語教育センター スペイン語教育系 学期末・中間試験問題(平成28年度) センター長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 センター長 担当教員 廃棄 管理基準見直しにより管理対象に追加

情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 専攻会議資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 専攻会議資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 専攻会議資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 教員選考委員会・専門委員会議事録（平成２８年度） 研究科長 委員会委員長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員会委員長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 教員選考委員会・専門委員会議事録（平成２７年度） 研究科長 委員会委員長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員会委員長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 教員選考委員会・専門委員会議事録（平成２６年度） 研究科長 委員会委員長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員会委員長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 各委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 各委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 各委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 各委員名簿（平成２5年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 各委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文内容の要旨（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文内容の要旨（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文内容の要旨（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文内容の要旨（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 学位論文内容の要旨（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄



情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院担当科目課題（平成２８年度） 研究科長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院担当科目課題（平成２７年度） 研究科長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院担当科目課題（平成２６年度） 研究科長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院担当科目課題（平成２５年度） 研究科長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院担当科目課題（平成２４年度） 研究科長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２８年度） 研究科長 大学院入試担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２７年度） 研究科長 大学院入試担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２６年度） 研究科長 大学院入試担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２５年度） 研究科長 大学院入試担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２４年度） 研究科長 大学院入試担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２３年度） 研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２２年度） 研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２１年度） 研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２０年度） 研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１９年度） 研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１８年度） 研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２８年度） 研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２７年度） 研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２６年度） 研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２５年度） 研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２４年度） 研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２３年度） 研究科長 担当教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２２年度） 研究科長 担当教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２１年度） 研究科長 担当教員 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２０年度） 研究科長 担当教員 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１９年度） 研究科長 担当教員 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 複合情報学専攻 複合情報学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１８年度） 研究科長 担当教員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 機種選定委員会議事録（平成２８年度） 研究科長 委員長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 機種選定委員会議事録（平成２７年度） 研究科長 委員長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 機種選定委員会議事録（平成２６年度） 研究科長 委員長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 専攻会議資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 専攻会議資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 専攻会議資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 各委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 各委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 各委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 各委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 各委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄



情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文内容の要旨（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文内容の要旨（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文内容の要旨（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文内容の要旨（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 学位論文内容の要旨（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 主査 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２８年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２７年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２６年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２５年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２４年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２８年度） 研究科長 大学院入試担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２７年度） 研究科長 大学院入試担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２６年度） 研究科長 大学院入試担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２５年度） 研究科長 大学院入試担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２４年度） 研究科長 大学院入試担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 就職関係資料（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 就職担当教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 就職関係資料（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 就職担当教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 就職関係資料（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 就職担当教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２３年度） 研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２２年度） 研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２１年度） 研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２０年度） 研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１９年度） 研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１８年度） 研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２８年度） 研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２７年度） 研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２６年度） 研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２５年度） 研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２４年度） 研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２３年度） 研究科長 担当教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２２年度） 研究科長 担当教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２１年度） 研究科長 担当教員 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２０年度） 研究科長 担当教員 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１９年度） 研究科長 担当教員 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１８年度） 研究科長 担当教員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 各教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 情報工学科会議資料（平成２８年度） 研究科長 学科長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 学科長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 情報工学科会議資料（平成２７年度） 研究科長 学科長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 学科長 廃棄
情報科学研究科 コンピュータサイエンス専攻 コンピュータサイエンス専攻 情報工学科会議資料（平成２６年度） 研究科長 学科長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 学科長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 専攻会議資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 専攻会議資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 専攻会議資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄



情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 各委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 各委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 各委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 各委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 各委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文内容の要旨（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文内容の要旨（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文内容の要旨（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文内容の要旨（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 学位論文内容の要旨（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院担当科目課題（平成２８年度） 研究科長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院担当科目課題（平成２７年度） 研究科長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院担当科目課題（平成２６年度） 研究科長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院担当科目課題（平成２５年度） 研究科長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院担当科目課題（平成２４年度） 研究科長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２８年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２７年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２６年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２５年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試実行委員会メモ（平成２４年度） 研究科長 ＭＣ・ＤＣ入試問題・採点委員長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成・口頭試問打ち合わせ資料（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２８年度） 研究科長 大学院入試担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２７年度） 研究科長 大学院入試担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２６年度） 研究科長 大学院入試担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２５年度） 研究科長 大学院入試担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試合否判定資料（平成２４年度） 研究科長 大学院入試担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 就職関係資料（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 就職関係資料（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 就職関係資料（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄



情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２３年度） 研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２２年度） 研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２１年度） 研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２０年度） 研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１９年度） 研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１８年度） 研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２８年度） 研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２７年度） 研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２６年度） 研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２５年度） 研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２４年度） 研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２３年度） 研究科長 担当教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２２年度） 研究科長 担当教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２１年度） 研究科長 担当教員 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２０年度） 研究科長 担当教員 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１９年度） 研究科長 担当教員 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１８年度） 研究科長 担当教員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 電子情報コース会議メモ（平成２８年度） 研究科長 コース長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 コース長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 電子情報コース会議メモ（平成２７年度） 研究科長 コース長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 コース長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 電子情報コース会議メモ（平成２６年度） 研究科長 コース長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 コース長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 電子情報コース編入学口答試験面接資料（平成２８年度） 研究科長 コース長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 コース長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 電子情報コース編入学口答試験面接資料（平成２７年度） 研究科長 コース長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 コース長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 電子情報コース編入学口答試験面接資料（平成２６年度） 研究科長 コース長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 コース長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 電子情報コース編入学口答試験面接資料（平成２５年度） 研究科長 コース長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 コース長 廃棄
情報科学研究科 情報エレクトロニクス専攻 情報エレクトロニクス専攻 電子情報コース編入学口答試験面接資料（平成２４年度） 研究科長 コース長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 コース長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 専攻会議資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 専攻会議資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 専攻会議資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 各委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 各委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 各委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 各委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 各委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２８年度） 研究科長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２７年度） 研究科長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２６年度） 研究科長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２５年度） 研究科長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２４年度） 研究科長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試出題採点委員会資料（平成２８年度） 研究科長 委員長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試出題採点委員会資料（平成２７年度） 研究科長 委員長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試出題採点委員会資料（平成２６年度） 研究科長 委員長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試出題採点委員会資料（平成２５年度） 研究科長 委員長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試出題採点委員会資料（平成２４年度） 研究科長 委員長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄



情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 就職関係資料（平成２８年度） 研究科長 副専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 就職関係資料（平成２７年度） 研究科長 副専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 就職関係資料（平成２６年度） 研究科長 副専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２８年度） 研究科長 各教員 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２７年度） 研究科長 各教員 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２６年度） 研究科長 各教員 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２５年度） 研究科長 各教員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２４年度） 研究科長 各教員 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２３年度） 研究科長 各教員 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２２年度） 研究科長 各教員 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２１年度） 研究科長 各教員 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２０年度） 研究科長 各教員 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１９年度） 研究科長 各教員 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１８年度） 研究科長 各教員 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２８年度） 研究科長 各教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２７年度） 研究科長 各教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２６年度） 研究科長 各教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２５年度） 研究科長 各教員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２４年度） 研究科長 各教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２３年度） 研究科長 各教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２２年度） 研究科長 各教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２１年度） 研究科長 各教員 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２０年度） 研究科長 各教員 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１９年度） 研究科長 各教員 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 生命人間情報科学専攻 生命人間情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１８年度） 研究科長 各教員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 専攻会議資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 専攻会議資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 専攻会議資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院担当科目課題（平成２８年度） 研究科長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院担当科目課題（平成２７年度） 研究科長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院担当科目課題（平成２６年度） 研究科長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院担当科目課題（平成２５年度） 研究科長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院担当科目課題（平成２４年度） 研究科長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試合否判定資料（平成２８年度） 研究科長 大学院入試担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試合否判定資料（平成２７年度） 研究科長 大学院入試担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試合否判定資料（平成２６年度） 研究科長 大学院入試担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試合否判定資料（平成２５年度） 研究科長 大学院入試担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試合否判定資料（平成２４年度） 研究科長 大学院入試担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題（平成２８年度） 研究科長 責任者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題（平成２７年度） 研究科長 責任者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題（平成２６年度） 研究科長 責任者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題（平成２５年度） 研究科長 責任者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題（平成２４年度） 研究科長 責任者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 責任者 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄



情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２３年度） 研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２２年度） 研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２１年度） 研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２０年度） 研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１９年度） 研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１８年度） 研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２８年度） 研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２７年度） 研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２６年度） 研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２５年度） 研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２４年度） 研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２３年度） 研究科長 担当教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２２年度） 研究科長 担当教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２１年度） 研究科長 担当教員 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２０年度） 研究科長 担当教員 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１９年度） 研究科長 担当教員 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 メディアネットワーク専攻 メディアネットワーク専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１８年度） 研究科長 担当教員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 専攻会議資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 専攻会議資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 専攻会議資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 教員選考委員会・専門委員会議事録（平成２８年度） 研究科長 委員会委員長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員会委員長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 教員選考委員会・専門委員会議事録（平成２７年度） 研究科長 委員会委員長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員会委員長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 教員選考委員会・専門委員会議事録（平成２６年度） 研究科長 委員会委員長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 委員会委員長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 各委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 各委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 各委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 各委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 各委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（通知）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文に関する試験（報告）（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 学位論文内容の要旨（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 卒業論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 卒業論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 卒業論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 卒業論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 卒業論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 修士論文（平成２８年度） 研究科長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 修士論文（平成２７年度） 研究科長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 修士論文（平成２６年度） 研究科長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 修士論文（平成２５年度） 研究科長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 修士論文（平成２４年度） 研究科長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２８年度） 研究科長 指導教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２７年度） 研究科長 指導教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２６年度） 研究科長 指導教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２５年度） 研究科長 指導教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院担当科目課題（平成２４年度） 研究科長 指導教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 指導教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入学試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入学試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入学試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入学試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入学試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試口頭試験面接資料（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２８年度） 研究科長 大学院入試担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２７年度） 研究科長 大学院入試担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２６年度） 研究科長 大学院入試担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２５年度） 研究科長 大学院入試担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試合否判定資料（平成２４年度） 研究科長 大学院入試担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 大学院入試担当 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２８年度） 研究科長 専攻長 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２７年度） 研究科長 専攻長 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２６年度） 研究科長 専攻長 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２５年度） 研究科長 専攻長 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 大学院入試問題作成委員名簿（平成２４年度） 研究科長 専攻長 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 専攻長 廃棄



情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 定期試験問題（平成２８年度） 研究科長 各科目担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 定期試験問題（平成２７年度） 研究科長 各科目担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 定期試験問題（平成２６年度） 研究科長 各科目担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 定期試験問題（平成２５年度） 研究科長 各科目担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 定期試験問題（平成２４年度） 研究科長 各科目担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 各科目担当教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 就職関係資料（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 就職関係資料（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 就職関係資料（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２８年度） 研究科長 教員 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２７年度） 研究科長 教員 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２６年度） 研究科長 教員 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２５年度） 研究科長 教員 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２４年度） 研究科長 教員 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２３年度） 研究科長 教員 2011年度 2012/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２２年度） 研究科長 教員 2010年度 2011/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２１年度） 研究科長 教員 2009年度 2010/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成２０年度） 研究科長 教員 2008年度 2009/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１９年度） 研究科長 教員 2007年度 2008/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金計画調書（平成１８年度） 研究科長 教員 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 教員 廃棄
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２８年度） 研究科長 担当教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２７年度） 研究科長 担当教員 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２６年度） 研究科長 担当教員 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２５年度） 研究科長 担当教員 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２４年度） 研究科長 担当教員 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２３年度） 研究科長 担当教員 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２２年度） 研究科長 担当教員 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２１年度） 研究科長 担当教員 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成２０年度） 研究科長 担当教員 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１９年度） 研究科長 担当教員 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科 システム情報科学専攻 システム情報科学専攻 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１８年度） 研究科長 担当教員 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 教員研究室 研究科長 担当教員 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 21世紀COE 21世紀COE ２１世紀ＣＯＥ関係（～平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 グローバルCOE グローバルCOE グローバルＣＯＥ関係（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学生表彰 学生表彰 大塚賞・育志賞・研究科長賞（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学生表彰 学生表彰 大塚賞・育志賞・研究科長賞（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学生表彰 学生表彰 大塚賞・育志賞・研究科長賞（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学生表彰 学生表彰 大塚賞・育志賞・研究科長賞（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学生表彰 学生表彰 大塚賞・育志賞・研究科長賞（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学部関係 学部関係 学部関係（留学生等受入・各賞授与候補者・クラス担任）（平成２３年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学部関係 学部関係 学部関係（留学生等受入・各賞授与候補者・クラス担任）（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学部関係 学部関係 学部関係（留学生等受入・各賞授与候補者・クラス担任）（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学部関係 学部関係 学部関係（留学生等受入・各賞授与候補者・クラス担任）（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学部関係 学部関係 学部関係（留学生等受入・各賞授与候補者・クラス担任）（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学部関係 学部関係 学部関係（留学生等受入・各賞授与候補者・クラス担任）（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 国際交流 SSSV・世界展開力強化事業（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2011年度 2012/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 国際交流 SSSV・世界展開力強化事業（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 国際交流 SSSV・世界展開力強化事業（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 国際交流 SSSV・世界展開力強化事業（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 国際交流 派遣留学（平成28年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 国際交流 サマーインスティトゥート（平成28年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 就業体験関係 就業体験関係 企業とのインターンシップに関する協定書（平成２４年度以降） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他庶務 一般文書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他庶務 一般文書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他庶務 一般文書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他庶務 一般文書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他庶務 一般文書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研修 研修 研修（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研修 研修 研修（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研修 研修 研修（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 広報誌関係 広報誌等関係 職員録・パンフレット関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 広報誌関係 広報誌等関係 職員録・パンフレット関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 広報誌関係 広報誌等関係 職員録・パンフレット関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 広報誌関係 広報誌等関係 職員録・パンフレット関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 広報誌関係 広報誌等関係 職員録・パンフレット関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄

情報科学研究科事務課
他の類型に該当しない学内外の
各種文書 その他庶務 ＩＣカード関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄

情報科学研究科事務課
他の類型に該当しない学内外の
各種文書 その他庶務 ＩＣカード関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄

情報科学研究科事務課
他の類型に該当しない学内外の
各種文書 その他庶務 ＩＣカード関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄

情報科学研究科事務課
他の類型に該当しない学内外の
各種文書 その他庶務 ＩＣカード関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄

情報科学研究科事務課
他の類型に該当しない学内外の
各種文書 その他庶務 ＩＣカード関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄

情報科学研究科事務課 その他 その他人事 外国人雇用状況届出書（平成２５～２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 外国人雇用状況届出書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄



情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 女性研究者支援室関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 大学院連携分野教員関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 非常勤講師関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 非常勤講師関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 非常勤講師関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 非常勤講師関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 その他 その他人事 非常勤講師関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学工学部長会議関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学外会議 ８大学情報系研究科長会議（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学内会議 学務委員会議資料（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 学内会議 学務委員会議事録（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 コース長会議議事録（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 学術委員会関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断



情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育企画室会議関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育研究評価委員会（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育研究評価委員会（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 教育研究評価委員会（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
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情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 専攻長会議議事録（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 評価関係・評価委員会（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 評価関係・評価委員会（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 評価関係・評価委員会（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 評価関係・評価委員会（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 評価関係・評価委員会（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 評価関係・評価委員会（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 評価関係・評価委員会（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会議 研究科会議 評価関係・評価委員会（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 アルコールの使用に関するもの 試験用アルコール（平成１６－２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 要件消滅後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 アルコールの使用に関するもの 試験用アルコール（平成２６-年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 要件消滅後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 ノーステック補助金　債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 ノーステック補助金　債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 ノーステック補助金　債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 ノーステック補助金　債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄



情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 ノーステック補助金　債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 ノーステック補助金　債務計上票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 ノーステック補助金　債務計上票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 その他補助金　債務計上票 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 科学研究費補助金の経理 科学研究費補助金収支決算報告書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 科学研究費補助金の経理 科学研究費補助金収支決算報告書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 科学研究費補助金の経理 科学研究費補助金収支決算報告書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 科学研究費補助金の経理 科学研究費補助金収支決算報告書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 科学研究費補助金の経理 科学研究費補助金収支決算報告書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 科学研究費補助金の経理 先端・次世代研究開発支援プログラム（平成２２～２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 先端・次世代研究開発支援プログラム債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 先端・次世代研究開発支援プログラム債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 先端・次世代研究開発支援プログラム債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 先端・次世代研究開発支援プログラム債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 会計検査院 会計検査院実地検査（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 寄附金に関するもの 寄附金（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 寄附金に関するもの 寄附金（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 寄附金に関するもの 寄附金（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 寄附金に関するもの 寄附金（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 寄附金に関するもの 寄附金（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 決算に関するもの 予算・決算（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 収入（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 収入（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 収入（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 学納金(債権発生関係）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 学納金(債権発生関係）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 学納金(債権発生関係）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 学納金(債権発生関係）（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 学納金（検定料）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 学納金（検定料）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 学納金（検定料）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の取引証憑書類 学納金（検定料）（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 学納金（雑件）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 学納金（雑件）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 学納金（雑件）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 学納金（雑件）（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 旅費・謝金等の預金口座振込書（平成２１～２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 旅費・謝金等の預金口座振込書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 旅費・謝金等の預金口座振込書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 旅費・謝金等の預金口座振込書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 現金の出納に関するもの 旅費・謝金等の預金口座振込書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 ウイルス対策ソフト及びライセンス（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 ウイルス対策ソフト及びライセンス（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 ウイルス対策ソフト及びライセンス（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 ウイルス対策ソフト及びライセンス（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 ウイルス対策ソフト及びライセンス（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄



情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品使用簿（平成１６～２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品実査（平成２２～２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 Ｆ３プロジェクト債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 Ｆ３プロジェクト債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 Ｆ３プロジェクト債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 GCOE債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 GCOE債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 卓越した大学院拠点形成費補助金債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 卓越した大学院拠点形成費補助金債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 会議費伺（平成２２～２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 間接経費債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 間接経費債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 間接経費債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 間接経費債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 間接経費債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 間接経費債務計上票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 間接経費債務計上票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 講師等業務委託（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 講師等業務委託（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 講師等業務委託（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 講師等業務委託（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 講師等業務委託（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 講師等業務委託（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 講師等業務委託（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 謝金（依頼）（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 謝金（依頼）（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 謝金（依頼）（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 謝金（依頼）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 謝金（依頼）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 謝金（依頼）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 謝金（依頼）（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄



情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業債務計上票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 受託事業債務計上票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（人件費）（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（人件費）（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（人件費）（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（人件費）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（人件費）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（人件費）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（物件費）（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（物件費）（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（物件費）（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（物件費）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（物件費）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（物件費）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 部局間予算執行振替（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 予算執行振替（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 予算執行振替（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 予算執行振替（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 予算執行振替（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 予算執行振替（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 予算執行振替（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 予算執行振替（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 旅費（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 旅費（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 旅費（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 旅費（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 旅費（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 旅費（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 取引に関する書類 旅費（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 会計・予算関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算に関するもの 概算要求（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの プロジェクト予算振替（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの プロジェクト予算振替（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの プロジェクト予算振替（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの プロジェクト予算振替（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの プロジェクト予算振替（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 営繕（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 営繕（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 営繕（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 営繕（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 営繕（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 受託・共同立替申請（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 受託・共同立替申請（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 受託・共同立替申請（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 受託・共同立替申請（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 赴任旅費（平成２０－２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算振替（部局間）（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算振替（部局間）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算振替（部局間）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算振替（部局間）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄



情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算振替（部局内）（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算振替（部局内）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算振替（部局内）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算振替（部局内）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算振替（部局内）（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算入力依頼書（プロジェクト）（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算入力依頼書（プロジェクト）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算入力依頼書（プロジェクト）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算入力依頼書（プロジェクト）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算入力依頼書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 その他 宿舎入居、宿舎費補助申請等（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 その他 宿舎入居、宿舎費補助申請等（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 その他 宿舎入居、宿舎費補助申請等（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 その他 宿舎入居、宿舎費補助申請等（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 その他 宿舎入居、宿舎費補助申請等（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 採用関係書類（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 採用関係書類（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 採用関係書類（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 採用関係書類（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 採用関係書類（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 申請書（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 申請書（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 申請書（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 申請書（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 各種奨学金 申請書（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 申請者 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 申請者 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 申請者 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 申請者 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成２３年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 留学生受入れ関係書類（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 採用関係書類（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄 当初の保存期間満了日：2011年3月31日　延長期間：7年

情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 採用関係書類（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 採用関係書類（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 採用関係書類（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 採用関係書類（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 採用関係書類（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 採用関係書類（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 採用関係書類（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文科省奨学金 採用関係書類（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文科省奨学金 採用関係書類（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 申請書（採用・期間延長・帰国旅費）（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 申請書（採用・期間延長・帰国旅費）（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文部省奨学金 申請書（採用・期間延長・帰国旅費）（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文科省奨学金 申請書（採用・期間延長・帰国旅費）（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 文科省奨学金 申請書（採用・期間延長・帰国旅費）（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 留学生経費 研究科内配分関係資料（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 留学生経費 研究科内配分関係資料（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 留学生経費 研究科内配分関係資料（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 留学生経費 研究科内配分関係資料（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 留学生経費 研究科内配分関係資料（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 各種委員会委員 各種委員会委員 各種委員会委員関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 修士 論文題目一覧（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄



情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 会議資料（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 学位申請書他添付書類（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 審査結果報告書等（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学位論文 博士 博士被授与者名簿（平成１７年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成１８年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2006年度 2007/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成１８年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2006年度 2007/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会特別研究員申請（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 卓越した大学院拠点形成支援補助金関係 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 博士課程教育リーディングプログラム関係 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者番号（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金通知・報告等一般（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金分担者承諾書（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１６年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課産学連携係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課産学連携係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１８年度） 工学研究科･工学部総務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１９年度） 工学研究科･工学部総務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２０年度） 工学研究科･工学部総務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２１年度） 工学研究科･工学部総務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２２年度） 工学研究科･工学部総務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２３年度） 工学研究科･工学部総務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２４年度） 工学研究科･工学部総務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学術研究助成 補助金 他省庁の科学研究費補助金（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 RA雇用によるDC学生に対する経済的支援 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 卓越した大学院拠点形成支援補助金によるDC学生に対するRA雇用（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 卓越した大学院拠点形成支援補助金による学生支援事業（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 卓越した大学院拠点形成支援補助金による学生支援事業（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 卓越した大学院拠点形成支援補助金による学生支援事業（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 学生支援事業（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 学生支援事業（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 学生支援事業（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 学生支援事業（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学生支援関係 学生支援事業 学生支援事業（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務課（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 申請者 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 申請者 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄



情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 申請者 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 申請者 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成２３年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 各種異動願（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２３年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2011年度 2012/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生異動データ（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生定員・現員調（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成２３年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学生の異動 学生名簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 学籍 学生カード（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学籍等 学籍 学籍簿（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了者台帳（平成１７年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２３年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 修了 修了判定資料（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 学籍等 除籍 会議資料（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学籍等 除籍 除籍経緯資料（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学籍等 除籍 上申関係書類・指令書（写）（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 学籍等 名簿 学生名簿（平成１９年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 科学技術研究調査（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 科学技術研究調査（平成２５・２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 科学技術研究調査（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 会計監査（会計検査院除く）（平成２２～２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 会計監査（会計検査院除く）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 会計監査（会計検査院除く）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 会計監査（会計検査院除く）（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 雑件（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 雑件（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 協定関係 産学連携 連携講座協定関係（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 予算関係【通知等】（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 予算関係【通知等】（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 予算関係【通知等】（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 調達関係【通知等】（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 調達関係【通知等】（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 調達関係【通知等】（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄



情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 その他（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 その他（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 管理運営関係文書 学内外の各種文書 その他（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究協力関係文書 受託研究 受託・共同雑件（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究協力関係文書 受託研究 受託・共同雑件（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究協力関係文書 受託研究 受託・共同雑件（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究協力関係文書 受託研究 受託・共同雑件（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究協力関係文書 受託研究 受託・共同雑件（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究協力関係文書 受託研究 受託研究報告書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究協力関係文書 受託研究 受託研究報告書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究協力関係文書 受託研究 受託研究報告書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究者派遣事業関係 北海道大学事業 北海道大学国際交流事業基金各種事業（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金）（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 科学研究費補助金の使用 科学研究費補助金（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 競争的資金に係る間接経費報告書（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 競争的資金に係る間接経費報告書（平成１９～２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 競争的資金に係る間接経費報告書（平成２５～２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 現代教育GP（平成１６－１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 大学院ＧＰ（平成１９－２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 競争的資金に関するもの 大学院ＧＰ（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの ＮＥＤＯ補助金（平成１９－２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの ノーステック財団助成金（平成１６－２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 研究助成関係文書 研究助成金に関するもの その他補助金 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 国際交流 国際協力機構 国際協力機構（ＪＩＣＡ）主催事業関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 国際協力機構 国際協力機構（ＪＩＣＡ）主催事業関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 文部科学省事業 先端研究拠点事業関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 文部科学省事業 先端研究拠点事業関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 文部科学省事業 先端研究拠点事業関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 国際交流 文部科学省事業 先端研究拠点事業関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成１６年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 寄附講座・寄附研究部門（平成１７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 寄附講座関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 寄附講座関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 寄附講座関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 寄附講座関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１６年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 資格認定関係 教職 教職関係（平成１９年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 資料 本研究科・学部の資料 委員会委員等名簿（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課庶務係 2004年度 2005/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 資料 本研究科・学部の資料 教職員一覧（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課庶務係 2004年度 2005/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 資料 本研究科・学部の資料 北海道大学大学院工学研究科・情報科学研究科・工学部広報（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 資料 本研究科の資料 北海道大学大学院情報科学研究科概要（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 資料 本研究科の資料 北海道大学大学院情報科学研究科概要リーフレット（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断



情報科学研究科事務課 車両入構関係 構内通行証・ICカード申請 構内通行証（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務課室（教務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 車両入構関係 構内通行証・ICカード申請 構内通行証（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務課室（教務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 車両入構関係 構内通行証・ICカード申請 構内通行証（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務課室（教務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 学生便覧等 シラバス（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 学生便覧等 学生便覧（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割表（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割表（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割表（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割表（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 授業関係 授業時間割表（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績（平成１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 授業担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 授業担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 授業担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 授業担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 成績関係 学業成績報告書（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 授業担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 履修関係 会議資料（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 履修関係 履修届（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 履修関係 履修届（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 履修関係 履修届（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 履修関係 履修届（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 履修関係 履修届（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 留学・研究指導委託 会議資料等（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 留学・研究指導委託 申請書等（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 留学・研究指導委託 申請書等（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 留学・研究指導委託 申請書等（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 留学・研究指導委託 申請書等（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 授業・履修関係 留学・研究指導委託 申請書等（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 申請者 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 就職関連調査（平成１７年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 学生 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 各種調査 進路調査（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 就職支援関係 就職支援関係 会議資料（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 就職支援関係 就職支援関係 会議資料（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 就職支援関係 就職支援関係 会議資料（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 宿泊施設 外国人研究者宿泊施設 外国人研究者宿泊施設関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 出張等 国内・海外出張等 研修申請書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 出張等 国内・海外出張等 研修申請書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 出張等 国内・海外出張等 研修申請書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄



情報科学研究科事務課 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿・住居届（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 10年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿・単身赴任届（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 10年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿・通勤届（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 10年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 入試・学位論文審査手当 入試・学位論文審査手当関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 入試・学位論文審査手当 入試・学位論文審査手当関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 入試・学位論文審査手当 入試・学位論文審査手当関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 入試・学位論文審査手当 入試・学位論文審査手当関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 入試・学位論文審査手当 入試・学位論文審査手当関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 入試・学位論文審査手当 入試・学位論文審査手当関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 入試・学位論文審査手当 入試・学位論文審査手当関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿・扶養親族届（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 10年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 諸手当関係 俸給の調整額 大学院手当関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 採用者名簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 諸届（願）提出控え（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 その他の奨学金 申請者名簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 採用者名簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 諸届（願）提出控え（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請者名簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 奨学金関係 日本学生支援機構 申請書（きぼう２１）（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 証明書関係 各種証明書 申請書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 証明書関係 各種証明書 申請書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 証明書関係 各種証明書 申請書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 証明書関係 証明書発行 研究生・科目履修生等在籍証明書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 証明書関係 証明書発行 研究生・科目履修生等在籍証明書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 証明書関係 証明書発行 研究生・科目履修生等在籍証明書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 証明書関係 証明書発行 留学生関係証明書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 証明書関係 証明書発行 留学生関係証明書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 証明書関係 証明書発行 留学生関係証明書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2006年度 2007/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2007年度 2008/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2008年度 2009/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2009年度 2010/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄



情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与の口座振込に関するもの 給与（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与所得者の申告に関するもの 年末調整（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与所得者の申告に関するもの 年末調整（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与所得者の申告に関するもの 年末調整（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与所得者の申告に関するもの 年末調整（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与所得者の申告に関するもの 年末調整（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与所得者の申告に関するもの 年末調整（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 給与所得者の申告に関するもの 年末調整（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2006年度 2007/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2007年度 2008/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2008年度 2009/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 雇用保険（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 社会保険（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2008年度 2009/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 社会保険（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2009年度 2010/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 社会保険（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 社会保険（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 社会保険（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 社会保険（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 社会保険（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 社会保険（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険（雇用保険）に関するもの 社会保険（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 退職後4年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険給付に関するもの 共済（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険給付に関するもの 共済（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 社会保険給付に関するもの 共済（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（平成２１－２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 所得税に関するもの 租税条約に関する届出書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 人事関係文書 証明書の発行に関するもの 給与等証明書発行依頼（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 生涯学習関係 科目等履修生 入学許可、入学手続き（平成１７年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 生涯学習関係 科目等履修生 入学出願書類（平成１７年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 出願者 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 生涯学習関係 研究生 入学許可、入学手続き（平成１７年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 生涯学習関係 研究生 入学出願書類（平成１７年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 出願者 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 生涯学習関係 聴講生 入学許可、入学手続き（平成１７年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 生涯学習関係 聴講生 入学出願書類（平成１７年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 出願者 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院学生の出張 他研究科・他大学等からの旅行依頼 依頼文書等（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院学生の出張 他研究科・他大学等からの旅行依頼 依頼文書等（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院学生の出張 他研究科・他大学等からの旅行依頼 依頼文書等（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院学生の出張 他研究科・他大学等からの旅行依頼 依頼文書等（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院学生の出張 他研究科・他大学等からの旅行依頼 依頼文書等（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院学生の出張 本研究科の旅行依頼 旅行依頼申請書等（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院学生の出張 本研究科の旅行依頼 旅行依頼申請書等（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院学生の出張 本研究科の旅行依頼 旅行依頼申請書等（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院生の雇用 他研究科等からの雇用依頼 依頼文書等（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院生の雇用 他研究科等からの雇用依頼 依頼文書等（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院生の雇用 他研究科等からの雇用依頼 依頼文書等（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院生の雇用 他研究科等からの雇用依頼 依頼文書等（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2015/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院生の雇用 他研究科等からの雇用依頼 依頼文書等（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2016/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 一般選抜 学生募集要項（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 一般選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 一般選抜 専攻長会議資料（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験採点表（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験実施関係資料（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 一般選抜 入学出願書類（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 学生募集要項（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 専攻長会議資料（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断



情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験採点表（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験実施関係資料（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 外国人留学生特別選抜 入学出願書類（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 学生募集要項（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 合否通知・入学手続き・合格発表関係書類（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 専攻長会議資料（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験採点表（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験実施関係資料（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学試験出題採点監督委員名簿（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 大学院入学者選抜 社会人特別選抜 入学出願書類（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 調査 調査 各種調査（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 調査 調査 各種調査（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 調査 調査 各種調査（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 調査 調査 各種調査（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 調査 調査 各種調査（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 調査統計 各種調査 学校基本調査等（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 調査統計 各種調査 学校基本調査等（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 調査統計 各種調査 学校基本調査等（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 調査統計 各種調査 学校基本調査等（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 調査統計 各種調査 学校基本調査等（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 評価関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 部局の点検評価 企画課関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 点検評価 本学の点検評価 全学点検評価関係調査・回答（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 採用者名簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 授業料免除 申請者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 申請者名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 申請者名簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 申請者名簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 採用者名簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 採用者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 採用者名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 入学料及び授業料免除関係 入学料免除 申請者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成１６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成１７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 職員の定員・現員に関するもの 教員ポイント管理台帳（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 定員内職員 教員選考・公募関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 定員内職員 教員選考・公募関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 定員内職員 教員選考・公募関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 定員内職員 教員選考・公募関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 定員内職員 正規教員の年俸制関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 定員内職員 正規教員の年俸制関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 定員内職員 正規教員の年俸制関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 定員内職員 年俸制教員の業績評価関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 定員内職員 年俸制教員の業績評価関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄



情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント口座振込申込書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント口座振込申込書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント口座振込申込書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント口座振込申込書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 リサーチ・アシスタント口座振込申込書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 短期支援員採用等関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 短期支援員採用等関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 短期支援員採用等関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 短期支援員採用等関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 短期支援員採用等関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 短期支援員口座振込申込書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 短期支援員口座振込申込書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 短期支援員口座振込申込書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 短期支援員口座振込申込書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 給与関係 非正規職員 短期支援員口座振込申込書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 外国人招へい教員採用関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 外国人招へい教員採用関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 外国人招へい教員採用関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 勤務時間報告 非正規職員勤務時間報告（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 勤務時間報告 非正規職員勤務時間報告（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 勤務時間報告 非正規職員勤務時間報告（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 勤務時間報告 非正規職員勤務時間報告（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 任免関係 勤務時間報告 非正規職員勤務時間報告（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 共済関係（短期）（平成24年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 共済関係（短期）（平成25年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 共済関係（短期）（平成26年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 共済関係（短期）（平成27年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 共済関係（短期）（平成28年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 長期組合員資格取得関係（平成24年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 長期組合員資格取得関係（平成25年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 長期組合員資格取得関係（平成26年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 長期組合員資格取得関係（平成27年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 長期組合員資格取得関係（平成28年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 被扶養者要件の確認（平成24年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 被扶養者要件の確認（平成25年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 被扶養者要件の確認（平成26年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 被扶養者要件の確認（平成27年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 被扶養者要件の確認（平成28年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 国民年金第3号被保険者関係（平成24年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 国民年金第3号被保険者関係（平成25年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 国民年金第3号被保険者関係（平成26年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 国民年金第3号被保険者関係（平成27年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 他の類型に該当しない学内外の各種文書 共済 国民年金第3号被保険者関係（平成28年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２６年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２７年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２６年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２７年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２３年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄



情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 欠勤届（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２４年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２５年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２６年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２７年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２８年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 兼業 兼業（併任）台帳（１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課人事係 2004年度 2005/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 兼業 兼業許可申請書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 兼業 研究成果活用兼業関係（１６年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課人事係 2004年度 2005/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 兼業 研究成果活用兼業関係（平成２７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課人事係 2015年度 2016/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 服務 兼業 研究成果活用兼業関係（平成２８年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課人事係 2016年度 2017/4/1 5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 夏季休暇・人間ドック 夏季休暇・人間ドック（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 夏季休暇・人間ドック 夏季休暇・人間ドック（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 夏季休暇・人間ドック 夏季休暇・人間ドック（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利・厚生 労災関係 労務災害・通勤災害（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利厚生 共済関係 積立貯金・財形・団終（平成２４年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利厚生 共済関係 積立貯金・財形・団終（平成２５年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利厚生 共済関係 積立貯金・財形・団終（平成２６年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利厚生 共済関係 積立貯金・財形・団終（平成２７年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 福利厚生 共済関係 積立貯金・財形・団終（平成２８年） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書管理 文書管理 法人文書ファイル管理簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成１６年） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課庶務係 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成１７年） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課庶務係 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成１８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成１９年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成２０年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成２１年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成２２年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成２３年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成２４年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成２５年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成２６年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成２7年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情）（平成２８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情秘）（平成１６年） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課人事係 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大情秘）（平成１７年） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課人事係 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿（平成２３年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄



情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 加入者名簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（教務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成２３年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成２４年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 保険関係 学生教育研究災害傷害保険 事故報告書及び保険金請求書控（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入れ等 インターンシップ研修生（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入れ等 インターンシップ研修生（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 インターンシップ研修生（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 インターンシップ研修生（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入れ等 中国公派プロジェクト（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入れ等 中国公派プロジェクト（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 中国公派プロジェクト（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 中国公派プロジェクト（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入れ等 「安全保障輸出管理体制」に係る外国人留学生等の取扱い（平成２５年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入れ等 「安全保障輸出管理体制」に係る外国人留学生等の取扱い（平成２６年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 「安全保障輸出管理体制」に係る外国人留学生等の取扱い（平成２７年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 外国人留学生 受入等 「安全保障輸出管理体制」に係る外国人留学生等の取扱い（平成２８年度） 情報科学研究科事務課長 情報科学研究科事務室（教務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課教務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本学・文部省の規程等 規程改正関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成１６年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課企画係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成１７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科･工学部総務課企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 法令 本研究科の規程等 情報科学研究科規程関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 名誉教授 名誉教授 名誉教授・表彰等関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 名誉教授 名誉教授 名誉教授・表彰等関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 名誉教授 名誉教授 名誉教授・表彰等関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 名誉教授 名誉教授 名誉教授・表彰等関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 名誉教授 名誉教授 名誉教授・表彰等関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 名誉教授 名誉教授 名誉教授・表彰等関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 名誉教授 名誉教授 名誉教授・表彰等関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 名誉教授 名誉教授 名誉教授・表彰等関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
情報科学研究科事務課 予算 予算関係 予算執行控（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科グローバルＣＯＥ事務局 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
情報科学研究科事務課 予算 予算関係 予算執行控（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科グローバルＣＯＥ事務局 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター教員会議議事録（平成２８年度） センター長 センター長 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 センター長室 センター長 センター長 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター教員会議議事録（平成２７年度） センター長 センター長 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 センター長室 センター長 センター長 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター教員会議議事録（平成２６年度） センター長 センター長 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 センター長室 センター長 センター長 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成１７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成１６年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断



量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成１５年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成１４年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会・点検評価関係（議事録・規程を含む）（平成１３年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成１７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成１６年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成１５年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成１４年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 運営委員会（議事録を含む）（平成１３年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成２８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成２７年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成２６年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成２５年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成２４年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成２３年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成２２年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成２１年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成２０年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成１９年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年 2008/4/1 30年 2038/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成１８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年 2007/4/1 30年 2037/3/31 電子 共有サーバー内 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成１７年） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2005年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成１６年） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2004年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成１５年） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2003年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成１４年） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2002年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大量研）（平成１３年） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2001年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書収受 書留受領簿（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 文書処理 文書発送 郵便物発送票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成１７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成１６年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成１５年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成１４年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 資料 本センターの資料 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター〔学内共同教育研究施設〕（平成１３年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 調査 調査 科学技術研究調査（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 調査 調査 科学技術研究調査（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 調査 調査 科学技術研究調査（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 調査 調査 各種調査（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 調査 調査 各種調査（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 調査 調査 各種調査（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 調査 調査 各種調査（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 調査 調査 各種調査（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 量子集積エレクトロニクス研究センター放射線障害予防安全委員会（平成１５年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 量子集積エレクトロニクス研究センター放射線障害予防安全委員会（平成１４年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会議 センター内会議 量子集積エレクトロニクス研究センター放射線障害予防安全委員会（平成１３年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 本学の点検評価 全学点検評価関係調査・回答（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 本学の点検評価 全学点検評価関係調査・回答（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄



量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 本学の点検評価 全学点検評価関係調査・回答（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 本学の点検評価 全学点検評価関係調査・回答（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 本学の点検評価 全学点検評価関係調査・回答（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 本学の点検評価 全学点検評価関係調査・回答（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 本学の点検評価 全学点検評価関係調査・回答（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 本学の点検評価 全学点検評価関係調査・回答（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 点検評価 その他点検評価 大学評価事業関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 行事・式典 記念事業 北海道大学「創基１２５周年」関係（平成１５年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 行事・式典 記念事業 北海道大学「創基１２５周年」関係（平成１４年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 行事・式典 記念事業 北海道大学「創基１２５周年」関係（平成１３年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 福利・厚生 夏季休暇・人間ドック 夏季休暇・人間ドック（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 福利・厚生 夏季休暇・人間ドック 夏季休暇・人間ドック（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 福利・厚生 夏季休暇・人間ドック 夏季休暇・人間ドック（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 給与関係 給与関係 昇給関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 扶養手当 扶養手当認定簿・扶養親族届（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 10年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 住居手当 住居手当認定簿・住居届（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 10年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿・通勤届（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 10年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 期末手当・勤勉手当 期末・勤勉手当関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 諸手当関係 寒冷地手当 寒冷地手当関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２３年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２７年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（年次休暇用）（平成２６年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２８年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２７年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄



量子集積エレクトロニクス研究センター事務 服務 勤務時間及び休暇 休暇簿（病気休暇・特別休暇用）（平成２６年） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 日本学術振興会事業 日本学術振興会関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１３年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2001年度 2002/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書（平成１３年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2001年度 2002/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書（平成１３年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成１３年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金分担者承諾書（平成１３年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金通知・報告等一般（平成１３年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者番号（平成１３年度以降） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課産学連携掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 補助金 競争的資金（平成１６年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課産学連携掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 外部資金 各種研究助成金（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 学術研究助成 受賞 各種受賞候補者推薦（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１７年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課産学連携掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１６年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課産学連携掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１５年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１４年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 産学官連携 発明関係 発明関係（平成１３年度） 工学研究科･工学部総務課長 工学研究科・工学部総務課研究協力掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 その他 その他総務 一般文書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 その他 その他総務 一般文書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 その他 その他総務 一般文書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄



量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 研究協力関係文書 受託研究 受託研究報告書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 研究協力関係文書 受託研究 受託研究報告書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 研究協力関係文書 受託研究 受託研究報告書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 共同研究債務計上票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品使用簿（平成１２－２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
量子集積エレクトロニクス研究センター事務 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品使用簿（平成１２－２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会議 センター内会議 知識メディアラボラトリー（ＶＢＬ）運営委員会（平成１８年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 会議 センター内会議 知識メディアラボラトリー（ＶＢＬ）運営委員会（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 会議 センター内会議 知識メディアラボラトリー（ＶＢＬ）運営委員会（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 会議 センター内会議 知識メディアラボラトリー（ＶＢＬ）運営委員会（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 会議 センター内会議 知識メディアラボラトリー（ＶＢＬ）運営委員会（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 会議 センター内会議 知識メディアラボラトリー（ＶＢＬ）運営委員会（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 会議 センター内会議 知識メディアラボラトリー（ＶＢＬ）運営委員会（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 会議 センター内会議 知識メディアラボラトリー（ＶＢＬ）運営委員会（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 会議 センター内会議 知識メディアラボラトリー（ＶＢＬ）運営委員会（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 固定資産（物品）の管理 物品使用簿（平成１２－２７年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 取引に関する書類 受託研究債務計上票（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 会計関係文書 予算の配分に関するもの 予算配分通知（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究計画調書（平成１９年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 交付を受けた年度終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者番号（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書（平成１９年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績報告書・研究成果報告書（平成１７年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金通知・報告等一般（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 副総括文書管理者が判断
知識メディア・ラボラトリー事務 研究協力関係文書 受託研究 受託研究報告書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 研究協力関係文書 受託研究 受託研究報告書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 研究協力関係文書 受託研究 受託研究報告書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（会計） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課会計担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄



知識メディア・ラボラトリー事務 産学官連携 外部資金 受託研究・共同研究（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 出張等 国内・海外出張等 研修申請書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 出張等 国内・海外出張等 出張申請書（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成１９年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２０年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２１年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２２年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２３年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 諸手当関係 諸手当現況届 諸手当現況届（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 諸手当関係 通勤手当 通勤手当認定簿・通勤届（平成１８年度以降） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2006年度 2007/4/1 10年 未定 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 任免関係 非正規職員 特任教員採用関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２４年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２５年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 任免関係 非正規職員 非正規職員採用等関係（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
知識メディア・ラボラトリー事務 福利・厚生 夏季休暇・人間ドック 夏季休暇・人間ドック（平成２６年度） 情報科学研究科事務室長 情報科学研究科事務室（総務） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 工学系事務部情報科学研究科事務課長 工学系事務部情報科学研究科事務課総務担当 廃棄
低温科学研究所 寒冷陸域科学部門 氷河氷床分野 エックス線装置使用記録簿（平成１８年度） 所長 担当教員 2006年度 2007/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄
低温科学研究所 寒冷陸域科学部門 氷河氷床分野 エックス線装置使用記録簿（平成１９年度） 所長 担当教員 2007年度 2008/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄
低温科学研究所 寒冷陸域科学部門 氷河氷床分野 自動Ｘ線回折装置使用記録（平成２０年度） 所長 担当教員 2008年度 2009/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄 エックス線装置使用記録簿からファイル名変更

低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 自動Ｘ線回折装置使用記録（平成２１年度） 所長 担当教員 2009年度 2010/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄 エックス線装置使用記録簿からファイル名変更

低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 自動Ｘ線回折装置使用記録（平成２２年度） 所長 担当教員 2010年度 2011/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄 エックス線装置使用記録簿からファイル名変更

低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 自動Ｘ線回折装置使用記録（平成２３年度） 所長 担当教員 2011年度 2012/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄 エックス線装置使用記録簿からファイル名変更

低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 自動Ｘ線回折装置使用記録（平成２４年度） 所長 担当教員 2012年度 2013/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄 エックス線装置使用記録簿からファイル名変更

低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 自動Ｘ線回折装置使用記録（平成２５年度） 所長 担当教員 2013年度 2014/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄 エックス線装置使用記録簿からファイル名変更

低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 自動Ｘ線回折装置使用記録（平成２６年度） 所長 担当教員 2014年度 2015/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄 エックス線装置使用記録簿からファイル名変更

低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 自動Ｘ線回折装置使用記録（平成２７年度） 所長 担当教員 2015年度 2016/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄 エックス線装置使用記録簿からファイル名変更

低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 自動Ｘ線回折装置使用記録（平成２８年度） 所長 担当教員 2016年度 2017/4/1 移設又は廃止連絡後5年 未定 紙 教員室 所長 教員 廃棄
低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 定期検査等記録簿（平成２４年度） 所長 担当教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 所長 教員 廃棄
低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 定期検査等記録簿（平成２５年度） 所長 担当教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 所長 教員 廃棄
低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 定期検査等記録簿（平成２６年度） 所長 担当教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 所長 教員 廃棄
低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 定期検査等記録簿（平成２７年度） 所長 担当教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 所長 教員 廃棄
低温科学研究所 雪氷新領域部門 氷河氷床分野 定期検査等記録簿（平成２８年度） 所長 担当教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 所長 教員 廃棄
低温科学研究所 低温基礎科学部門 昆虫生化学 核燃料物質の計量管理記録（平成１９年度） 所長 担当教員 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所 低温基礎科学部門 昆虫生化学 核燃料物質の計量管理記録（平成２０年度） 所長 担当教員 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所 生物環境部門 生物分子機構分野 核燃料物質の計量管理記録（平成２１年度） 所長 担当教員 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所 生物環境部門 生物分子機構分野 核燃料物質の計量管理記録（平成２２年度） 所長 担当教員 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所 生物環境部門 生物分子機構分野 核燃料物質の計量管理記録（平成２３年度） 所長 担当教員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所 生物環境部門 生物分子機構分野 核燃料物質の計量管理記録（平成２４年度） 所長 担当教員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所 生物環境部門 生物分子機構分野 核燃料物質の計量管理記録（平成２５年度） 所長 担当教員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所 生物環境部門 生物分子機構分野 核燃料物質の計量管理記録（平成２６年度） 所長 担当教員 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所 生物環境部門 生物分子機構分野 核燃料物質の計量管理記録（平成２７年度） 所長 担当教員 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所 生物環境部門 生物分子機構分野 核燃料物質の計量管理記録（平成２８年度） 所長 担当教員 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教員室 所長 担当教員 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 共同利用・共同研究拠点協議会（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 共同利用・共同研究拠点協議会（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 共同利用・共同研究拠点協議会（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 共同利用・共同研究拠点協議会（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 共同利用・共同研究拠点協議会（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成１５年度） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成１６年度） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成１７年度） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成１８年度） 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営委員会議事録（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営協議会議事録（平成１５年度） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断



低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営協議会議事録（平成１６年度） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営協議会議事録（平成１７年度） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営協議会議事録（平成１８年度） 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営協議会議事録（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営協議会議事録（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 運営協議会議事録（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 拠点運営委員会議事録（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 拠点運営委員会（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 拠点運営委員会（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 拠点運営委員会（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 拠点運営委員会（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 拠点運営委員会（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 拠点運営委員会（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（昭和５８年度～昭和６０年度） 事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（昭和６１年度～昭和６２年度） 事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（昭和６３年度） 事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成元年度） 事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２年度） 事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成３年度） 事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成４年度） 事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成５年度） 事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成６年度） 事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成７年度） 事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成８年度） 事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成９年度） 事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１０年度） 事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１１年度） 事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１２年度） 事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１３年度） 事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１４年度） 事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１５年度） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１６年度） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１７年度） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１８年度） 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 教授会議事録（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 国際交流 国際交流 国際交流（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際交流 国際交流 国際交流（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際交流 国際交流 国際交流（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際交流 国際交流 国際交流協定（平成８年度～） 事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 産学官連携 連携協定 国立極地研との連携・協定 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報１９９２ 事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報１９９３ 事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報１９９４ 事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報１９９５ 事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報１９９６ 事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報１９９７ 事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報１９９８ 事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報１９９９ 事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２０００ 事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２００１ 事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２００２ 事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２００３ 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２００４ 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２００５ 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２００６ 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２００７ 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２００８ 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２００９ 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年報２０１０ 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年次自己点検評価報告書～年報２０１１～ 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年次自己点検評価報告書～年報２０１２～ 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年次自己点検評価報告書～年報２０１３～ 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年次自己点検評価報告書～年報２０１４～ 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断



低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年次自己点検評価報告書～年報２０１５～ 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 年次自己点検評価報告書～年報２０１６～ 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 自己点検評価報告書（２００６年１０月） 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 自己点検評価報告書（２０１２） 事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 外部点検評価報告書（平成１０年３月） 事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 外部点検評価報告書（平成１１年３月） 事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 外部点検評価報告書（２００0年） 事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 外部点検評価報告書（２００６年） 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 外部点検評価報告書（２０１２） 事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 附属流氷研究施設外部点検評価報告書（平成１１年３月） 事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 附属環オホーツク観測研究センター自己点検評価報告書（２０１２） 事務長 庶務係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 研究プロジェクトと外部評価（平成１４年３月） 事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 式典・行事 記念事業 改組記念式典 事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 式典・行事 記念事業 改組記念式典・懇談会 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 式典・行事 記念事業 改組 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 式典・行事 記念事業 低温研創立５０周年記念事業 事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 北海道大学総長選挙(平成２２年) 事務長 庶務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 北海道大学総長選挙(平成２８年) 事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 過半数代表候補者選挙(平成19年度) 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 過半数代表候補者選挙(平成20年度～平成２３年度) 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 過半数代表候補者選挙(平成２４年度) 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 過半数代表候補者選挙(平成２５年度) 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 過半数代表候補者選挙(平成２６年度) 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 過半数代表候補者選挙(平成２７年度) 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 過半数代表候補者選挙(平成２８年度) 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 所長候補者選挙(平成２０年度) 事務長 庶務係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 所長候補者選挙(平成２２年度) 事務長 庶務係 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 所長候補者選挙(平成２４年度) 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 所長候補者選挙(平成２５年度) 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 所長候補者選挙(平成２７年度) 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 将来計画委員会委員選挙(平成１９年度) 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 将来計画委員会委員選挙(平成２０年度) 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 将来計画委員会委員選挙(平成２１年度) 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 将来計画委員会委員選挙(平成２２年度～２３年度) 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 将来計画委員会委員選挙(平成２４年度) 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 将来計画委員会委員選挙(平成２５年度) 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 将来計画委員会委員選挙(平成２６年度) 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 将来計画委員会委員選挙(平成２７年度) 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 選挙 将来計画委員会委員選挙(平成２８年度) 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 点検・評価 法人評価（中期目標・中期計画）(平成１５年度～) 事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 点検・評価 法人評価（年度評価）（平成１６年度～） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 点検・評価 第２期中期目標期間調査 事務長 庶務係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 点検・評価 中期目標・中期計画（第３期） 事務長 庶務係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 点検・評価 自己点検評価(平成１８年度) 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 点検・評価 外部点検評価委員会(平成１８年度) 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 学内各種委員会委員委嘱（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 学内各種委員会委員委嘱（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 学内各種委員会委員委嘱（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 学内各種委員会委員委嘱（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 学内各種委員会委員委嘱（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 庶務一般（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 庶務一般（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 庶務一般（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 調査一般（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 調査一般（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 調査一般（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 入学試験（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 入学試験（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 入学試験（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 構内通行証（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 構内通行証（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 構内通行証（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 東日本大震災 事務長 庶務担当 2010年度 2011/3/18 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 一般公開 一般公開（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 一般公開 一般公開（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 一般公開 一般公開（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 公開講座 公開講座（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 公開講座 公開講座（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 公開講座 公開講座（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 内部監査 内部監査（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 内部監査 内部監査（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 内部監査 内部監査（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄



低温科学研究所事務部 庶務その他 内部監査 内部監査（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 データベース 大学情報データベース 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 教員公募 教員公募（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 教員公募 教員公募（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 教員公募 教員公募（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 教員公募 教員公募（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 教員公募 教員公募（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 栄典・表彰 叙勲・表彰（平成１６年度～平成１９年度） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 栄典・表彰 叙勲・表彰（平成２０年度～平成２１年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 栄典・表彰 叙勲・表彰（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 栄典・表彰 叙勲・表彰（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 栄典・表彰 叙勲・表彰（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 栄典・表彰 叙勲・表彰（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 栄典・表彰 叙勲・表彰（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 栄典・表彰 叙勲・表彰（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 栄典・表彰 叙勲・表彰（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 外国人研究員 旧外国人研究員（特任教員）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 外国人研究員 旧外国人研究員（特任教員）（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 外国人研究員 旧外国人研究員（特任教員）（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 外国人研究員 旧外国人研究員（特任教員）（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 外国人研究員 外国人招へい教員（特任教員）（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 客員教授 客員教授（平成７年度～平成２０年度） 事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 15年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 客員教授 招へい教員（平成２１年度） 事務長 庶務掛 2009年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 客員教授 招へい教員（平成２２年度） 事務長 庶務掛 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 客員教授 招へい教員（平成２３年度） 事務長 庶務掛 2011年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 客員教授 招へい教員（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 客員教授 招へい教員（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 客員教授 招へい教員（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 客員教授 招へい教員（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 客員教授 招へい教員（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 勤務評定 勤務評定記録簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 勤務評定 勤務評定記録簿（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 勤務評定 勤務評定記録簿（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 勤務評定 勤務評定記録簿（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 勤務評定 勤務評定記録簿（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 人間ドック結果（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 人間ドック結果（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 人間ドック結果（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 人間ドック結果（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 人間ドック結果（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 福利・厚生（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 福利・厚生（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 福利・厚生（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 保健一般（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 保健一般（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 保健一般（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 保健一般（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 健康管理・福利厚生 保健一般（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 雇用保険 雇用保険（平成１９年度～平成２３年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 雇用保険 雇用保険（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 雇用保険 雇用保険（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 雇用保険 雇用保険（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 雇用保険 雇用保険（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 雇用保険 雇用保険（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 災害補償 労務災害（平成１６年度～平成２３年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 災害補償 労務災害（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 災害補償 労務災害（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 災害補償 労務災害（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 災害補償 労務災害（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 災害補償 労務災害（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄関係綴（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄関係綴（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄関係綴（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄関係綴（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄関係綴（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 財形貯蓄関係 財産形成貯蓄台帳（昭和５８年度～） 事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 解約等から3年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 研修（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 研修（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 研修（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行依頼（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行依頼（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行依頼（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄



低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行依頼を受けたもの（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行依頼を受けたもの（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行依頼を受けたもの（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行命令簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行命令簿（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行命令簿（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行命令簿（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 出張・研修・旅行依頼 旅行命令簿（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 諸手当関係 諸手当(現況含)（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 諸手当関係 諸手当(現況含)（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 諸手当関係 諸手当(現況含)（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 諸手当関係 諸手当(現況含)（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 諸手当関係 諸手当(現況含)（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 諸手当関係 住居届・住居手当認定簿 事務長 庶務掛 1974年度 1975/4/1 資格喪失から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 諸手当関係 単身赴任届・単身赴任手当認定簿 事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 資格喪失から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 諸手当関係 通勤届・通勤手当認定簿 事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 資格喪失から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 諸手当関係 扶養親族届・扶養手当認定簿 事務長 庶務掛 1969年度 1970/4/1 資格喪失から5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 証明書 各種証明（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 証明書 各種証明（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 証明書 各種証明（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 各例月給与支給（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 各例月給与支給（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 各例月給与支給（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事・給与（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事・給与（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 6年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事・給与（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 6年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事・給与（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 6年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事・給与（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 6年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事・給与（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 研修（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 研修（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 研修（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 研修（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 研修（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 サバティカル研修（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事調査（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 6年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事調査（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 6年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事調査（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 6年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事調査（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 6年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事調査（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 6年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事調査（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（正規職員）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（正規職員）（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（正規職員）（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（正規職員）（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（正規職員）（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（非正規職員）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（非正規職員）（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（非正規職員）（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（非正規職員）（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 人事（非正規職員）（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 教員年俸制関係（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 教員年俸制関係（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事・給与等 教員年俸制関係（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事に関するヒアリング 人事事情聴取（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 人事に関するヒアリング 人事事情聴取（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 非常勤職員 リサーチ・アシスタント（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２６年） 事務長 総務担当 2014年度 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２７年） 事務長 総務担当 2015年度 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 休暇簿（平成２８年） 事務長 総務担当 2016年度 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 勤務時間報告書（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 裁量労働従事者・自己診断カード(平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 裁量労働従事者・自己診断カード(平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 裁量労働従事者・自己診断カード(平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄



低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 休日の振替・代休通知簿（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/1/1 5年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年） 事務長 総務担当 2013年度 2014/1/1 5年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年） 事務長 総務担当 2014年度 2015/1/1 5年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年） 事務長 総務担当 2015年度 2016/1/1 5年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年） 事務長 総務担当 2016年度 2017/1/1 5年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２４年度）（非正規職員） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２５年度）（非正規職員） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２６年度）（非正規職員） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２７年度）（非正規職員） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 出勤簿（平成２８年度）（非正規職員） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 服務・勤務時間及び休暇 時間外労働命令簿（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 併任・兼業 併任・兼業台帳（平成５年度～平成２６年度） 事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 人事 併任・兼業 兼業（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 併任・兼業 兼業（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 人事 併任・兼業 兼業（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 長期給付 長期給付（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 長期給付 長期給付（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 長期給付 長期給付（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 長期給付 長期給付（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 長期給付 長期給付（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済短期（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済短期（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済短期（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済短期（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済短期（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成１０年） 事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成１１年） 事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成１３年） 事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成１４年） 事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成１５年） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成１６年） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成１７年） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成１８年） 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成１９年） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成２０年） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成２１年） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成２２年） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成２３年） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成２５年） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成２６年） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成２７年） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 文書収受・発送簿（平成２８年） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便物発送票（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便物発送票（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便物発送票（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便物発送票（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便物発送票（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金表示額記録簿（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金表示額記録簿（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 文書収受発送 郵便料金表示額記録簿（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・行政文書 情報公開・行政文書（平成１０年度～平成１３年度） 事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・行政文書 情報公開・行政文書（平成１４年度） 事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・行政文書 情報公開・行政文書（平成１５年度） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・行政文書 情報公開・行政文書（平成１６年度～平成１８年度） 事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・法人文書 情報公開（平成１９年度～平成２４年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・法人文書 法人文書ファイル関係（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・法人文書 法人文書ファイル関係（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・法人文書 法人文書ファイル関係（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・法人文書 法人文書ファイル廃棄簿 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断



低温科学研究所事務部 文書処理 情報公開・法人文書 法人文書ファイル管理簿 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 法令 研究所の規程 低温科学研究所例規集 事務長 庶務掛 1941年度 1942/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所庶務担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 RI（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 RI（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 RI（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 RI（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 RI（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 個人被ばく線量当量記録簿（平成６年度～平成１２年度） 事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 個人被ばく線量当量記録簿（平成１３年度） 事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 個人被ばく線量当量記録簿（平成１４年度） 事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 個人被ばく線量当量記録簿（平成１５年度） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 個人被ばく線量当量記録簿（平成１６年度） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 個人被ばく線量当量記録簿（平成１７年度） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 内部被爆測定記録簿（平成１８年度） 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 内部被爆測定記録簿（平成１９年度） 事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（昭和５９年度～６１年度） 事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（昭和６２年度～６３年度） 事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成元年度～４年度） 事務長 庶務掛 1989年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成５年度～８年度） 事務長 庶務掛 1993年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成９年度～平成１２年度） 事務長 庶務掛 1997年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成１３年度） 事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成１４年度） 事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成１５年度） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成１６年度） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成１７年度） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成１８年度） 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断記録（昭和４７年度～６３年度） 事務長 庶務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者健康診断（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者等個人線量等報告書・管理票（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者等個人線量等報告書・管理票（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者等個人線量等報告書・管理票（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者等個人線量等報告書・管理票（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者等個人線量等報告書・管理票（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者等個人線量等報告書・管理票（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者等個人線量等報告書・管理票（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者等個人線量等報告書・管理票（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 ＲＩ関係 RI関係 放射線取扱者等個人線量等報告書・管理票（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会議事録（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会議事録（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会議事録（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会議事録（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会議事録（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議 所内会議 放射線障害予防安全委員会議事録（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究申請（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究申請（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究申請（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究申請（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究申請（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究旅行依頼（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究旅行依頼（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究旅行依頼（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究旅行依頼（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 共同研究旅行依頼（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共同研究 共同研究 グリ－ンイノベーション創出事業「グリーンネットワーク・オブ・エクセレンス」 事務長 総務担当 2013年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所総務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 共同利用・共同研究拠点　実施計画書・実施状況報告書（平成２４年度） 事務長 総務担当 2013年度 2016/4/1 事業終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所総務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 学生一般（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 学生一般（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 学生一般（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄



低温科学研究所事務部 教務 学生 学生一般（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 学生一般（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 国費留学生（平成１９年度） 事務長 共同利用担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 国費留学生（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 国費留学生（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 国費留学生（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 国費留学生（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 国費留学生（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 国費留学生（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 国費留学生（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 留学生一般（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 留学生一般（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 留学生一般（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 留学生一般（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 留学生一般（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 留学生一般（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 留学生一般（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 留学生一般（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 教務 学生 留学生一般（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成１９年度） 事務長 共同利用担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国際規制物資 国際規制物資 国際規制物資（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１） 事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２） 事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３） 事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.４） 事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.５） 事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.６） 事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.７） 事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.８） 事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.９） 事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１０） 事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１１） 事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１２） 事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１３） 事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１４） 事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１５） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１６） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１７） 事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１８） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.１９） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２０） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２１） 事務長 共同利用担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２２） 事務長 共同利用担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２３） 事務長 共同利用担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２４） 事務長 共同利用担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２５） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２６） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２７） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２８） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.２９） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３０） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３１） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３２） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３３） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３４） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３５） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３６） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３７） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３８） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.３９） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.４０） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.４１） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 資料 研究所の資料 低温研ニュース（No.４２） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成１９年度） 事務長 共同利用担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断



低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費） 重点配分経費（総長裁量経費）（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 病原微生物（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 病原微生物（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 病原微生物（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 病原微生物（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 病原微生物（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 病原微生物（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 病原微生物（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 動物実験（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 動物実験（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 動物実験（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 動物実験（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 動物実験（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 動物実験（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 動物実験（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 安全保障輸出管理（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 安全保障輸出管理（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 安全保障輸出管理（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 安全保障輸出管理（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 安全保障輸出管理（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 安全保障輸出管理（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 安全保障輸出管理（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 安全保障輸出管理（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成１３年度） 事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成１４年度） 事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成１５年度） 事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成１６年度） 事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成１７年度） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成１８年度） 事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成１９年度） 事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 学振特別研究員（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 学振特別研究員（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 学振特別研究員（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 学振特別研究員（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 学振特別研究員（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 学振特別研究員（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 学振特別研究員（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 学振特別研究員（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 学振特別研究員（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 採用期間終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 日本学術振興会（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 日本学術振興会（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 日本学術振興会（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 日本学術振興会（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 日本学術振興会 日本学術振興会 日本学術振興会（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 廃棄
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成１7年度） 事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成１８年度） 事務長 共同利用担当 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成１９年度） 事務長 共同利用担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断



低温科学研究所事務部 補助金 補助金 科学研究費補助金（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 各種研究助成金（平成２０年度） 事務長 共同利用担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 各種研究助成金（平成２１年度） 事務長 共同利用担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 各種研究助成金（平成２２年度） 事務長 共同利用担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 各種研究助成金（平成２３年度） 事務長 共同利用担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 各種研究助成金（平成２４年度） 事務長 共同利用担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 各種研究助成金（平成２５年度） 事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 各種研究助成金（平成２６年度） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 各種研究助成金（平成２７年度） 事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 補助金 補助金 各種研究助成金（平成２８年度） 事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所共同利用担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 庶務その他 庶務 無線局関係（平成１９年度～） 事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 当該施設廃止後1年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所総務担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議（会計関係） 所内会議 安全管理委員会議事録（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議（会計関係） 所内会議 安全管理委員会議事録（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議（会計関係） 所内会議 安全管理委員会議事録（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議（会計関係） 所内会議 安全管理委員会議事録（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会議（会計関係） 所内会議 安全管理委員会議事録（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成17年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成17年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成1８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成1８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成1９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成1９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(常勤）（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 口座振込申込書(非常勤）（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込によらなくなった後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 旅費・謝金の預金口座振込申出書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 旅費・謝金の預金口座振込申出書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 旅費・謝金の預金口座振込申出書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 旅費・謝金の預金口座振込申出書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計その他 口座振込申出書 旅費・謝金の預金口座振込申出書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計検査 会計検査調書 会計検査（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 寄附金 寄附金（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 寄附金 寄附金（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 寄附金 寄附金（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 寄附金 寄附金（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 寄附金 寄附金（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成１７年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 会計資料 科学研究費 科学研究費補助金（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断



低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計通知（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計通知（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計通知（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計通知（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計通知（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 宿舎（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 宿舎（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 宿舎（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計調査（平成２４年） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計調査（平成２５年） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計調査（平成２６年） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計調査（平成２７年） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 会計調査（平成２８年） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 謝金支給事前届出書（控）（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 謝金支給事前届出書（控）（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 謝金支給事前届出書（控）（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 謝金支給事前届出書（控）（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 謝金支給事前届出書（控）（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 旅費（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 旅費（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 旅費（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 旅費（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 会計一般 旅費（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 民間等との共同研究（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 民間等との共同研究（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 共同研究（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 共同研究（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 共同研究（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 基準簿（RA)（平成１７年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 基準簿（RA)（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 基準簿(職員）（平成１7年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 基準簿(職員）（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 電子 共有サーバー内 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 基準簿(非常勤）（平成１７年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 基準簿(非常勤）（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 社会保険関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 社会保険関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 社会保険関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 社会保険関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 社会保険関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 雇用保険関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 雇用保険関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 雇用保険関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 雇用保険関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 雇用保険関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成１７年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給テープ（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給プルーフリスト（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給プルーフリスト（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与支給プルーフリスト（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後30年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与等に関する証明書交付願（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与等に関する証明書交付願（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与等に関する証明書交付願（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与等に関する証明書交付願（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 給与等に関する証明書交付願（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 控除額異動報告（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄



低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 年末調整（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 平成１９年扶養控除等（異動）申告書 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 平成１９年保険料控除兼配偶者特別控除申告書 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 平成２０年扶養控除等（異動）申告書 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 平成２０年保険料控除兼配偶者特別控除申告書 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 平成２１年扶養控除等（異動）申告書 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 給与 給与 平成２１年保険料控除兼配偶者特別控除申告書 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 エレベーター保守（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 エレベーター保守（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 エレベーター保守（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 エレベーター保守（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 エレベーター保守（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 エレベーター保守（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 エレベーター保守（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託研究（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託研究（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託研究（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託研究（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託研究（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託事業（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託事業（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託事業（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託事業（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 受託研究 受託事業（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 補助金 補助金（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 補助金 補助金（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 補助金 補助金（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 補助金 補助金（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 会計資料 補助金 補助金（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 年間契約・単価契約（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 年間契約・単価契約（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 年間契約・単価契約（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 年間契約・単価契約（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 年間契約・単価契約（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 年間契約・単価契約（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 年間契約・単価契約（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 契約関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 契約関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 契約資料 契約関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 検針 上下水道使用量（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券使用申込書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券使用申込書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券使用申込書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券使用申込書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券使用申込書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券受払簿（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券受払簿（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券受払簿（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券受払簿（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 乗用車借上関係 乗用自動車共通乗車券受払簿（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 警備日誌（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 警備日誌（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 警備日誌（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 警備日誌（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 警備日誌（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 警備日誌（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 警備日誌（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 清掃日誌（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 清掃日誌（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 清掃日誌（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 清掃日誌（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 清掃日誌（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 清掃日誌（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 清掃日誌（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 業務日誌（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 業務日誌（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 空調管理日誌（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 空調管理日誌（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 空調管理日誌（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 空調管理日誌（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄



低温科学研究所事務部 契約 日誌 空調管理日誌（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 空調管理日誌（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 契約 日誌 空調管理日誌（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 国有財産（立木竹）管理簿 事務長 会計掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 国有財産台帳・増減異動 事務長 会計掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 国有財産台帳内訳書 事務長 会計掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成６年度～平成７年度） 事務長 会計掛 1994年度 1994/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成８年度～平成１２年度） 事務長 会計掛 1996年度 1997/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成１３年度） 事務長 会計掛 2001年度 2002/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成１４年度） 事務長 会計掛 2002年度 2003/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成１５年度） 事務長 会計掛 2003年度 2004/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成１６年度） 事務長 会計係 2004年度 2005/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成１７年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 国有財産 土地借入（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 借上満了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 防災 消防計画 事務長 会計掛 1985年度 1986/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 防災 消防用設備点検報告書(平成２４年度) 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 防災 消防用設備点検報告書(平成２５年度) 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 防災 消防用設備点検報告書(平成２６年度) 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 防災 消防用設備点検報告書(平成２７年度) 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 国有財産 防災 消防用設備点検報告書(平成２８年度) 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 工事図面 北海道大学低温科学研究所管理研究棟外壁等改修工事竣工時書類 事務長 会計掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 工事図面 北海道大学低温科学研究所本館照明設備その他改修工事関係（平成１１年度） 事務長 会計掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 工事図面 北海道大学低温研研究棟（新館）新営その他工事関係 事務長 会計掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 設計図書 平成１９年北海道大学低温研研究棟（本館）改修工事 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 設計図書 平成１９年北海道大学低温研研究棟（本館）完成図書 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 設計図書 平成１９年北海道大学低温研研究棟（本館）改修機械設備工事 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 設計図書 平成１９年北海道大学低温研研究棟（本館）改修電気設備工事 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 設計図書 平成１９年北海道大学低温研研究棟（本館）改修電気設備工事　竣工図 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 設計図書 平成１９年北海道大学低温研研究棟（本館）エレベーター工事 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 設計図書 平成１９年北海道大学低温研低温室機械設備工事 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 設計図書 平成２５年度北海道大学低温科学研究所分析棟低温保存室等冷却空調設備改修工事 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 電気設備保安試験報告書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 電気設備保安試験報告書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 電気設備保安試験報告書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 電気設備保安試験報告書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 電気設備保安試験報告書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 作業環境測定結果報告書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 作業環境測定結果報告書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 作業環境測定結果報告書（3年保存）（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 作業環境測定結果報告書（3年保存）（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 作業環境測定結果報告書（3年保存）（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 作業環境測定結果報告書（30年保存）（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 作業環境測定結果報告書（30年保存）（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 施設 設備管理 作業環境測定結果報告書（30年保存）（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 車両 車両管理 公用車関係（平成２8年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 車両 車両管理 運転日誌（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 車両 車両管理 自動車使用願（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 収入 収入 収入（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 収入 収入 収入（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 収入 収入 学納金（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 収入 収入 学納金（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 収入 収入 学納金（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 科学研究費補助金債務計上票（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 科学研究費補助金債務計上票（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 科学研究費補助金債務計上票（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 科学研究費補助金債務計上票（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 科学研究費補助金債務計上票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 科学研究費補助金債務計上票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 科学研究費補助金債務計上票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 共同研究債務計上票（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 共同研究債務計上票（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 共同研究債務計上票（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 共同研究債務計上票（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 共同研究債務計上票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 共同研究債務計上票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 共同研究債務計上票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託研究債務計上票（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託研究債務計上票（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託研究債務計上票（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託研究債務計上票（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託研究債務計上票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託研究債務計上票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄



低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託研究債務計上票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 補助金債務計上票（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 補助金債務計上票（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 補助金債務計上票（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 補助金債務計上票（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 補助金債務計上票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 補助金債務計上票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 補助金債務計上票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託事業債務計上票（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託事業債務計上票（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託事業債務計上票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託事業債務計上票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 受託事業債務計上票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 間接経費債務計上票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 間接経費債務計上票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 間接経費債務計上票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 営繕債務計上票（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 営繕債務計上票（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 営繕債務計上票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 営繕債務計上票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 営繕債務計上票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 予算振替伝票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 予算振替伝票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 伝票・帳簿 伝票 予算振替伝票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 アルコール（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 アルコール（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 アルコール（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 アルコール（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 アルコール（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 アルコール（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 アルコール（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 アルコール（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 アルコール（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 物品管理簿 事務長 会計掛 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 物品管理簿 事務長 会計掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 物品管理簿（平成１３年度） 事務長 会計掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 物品管理簿（平成１４年度） 事務長 会計掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 物品管理簿（平成１５年度） 事務長 会計掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成１６年度） 事務長 会計係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成１７年度） 事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成１８年度） 事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 固定資産台帳（物品）（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 少額備品台帳（物品）（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 少額備品台帳（物品）（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 少額備品台帳（物品）（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 少額備品台帳（物品）（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 少額備品台帳（物品）（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 平成２４年度物品管理事務 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 平成２５年度物品管理事務 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 平成２６年度物品管理事務 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 平成２７年度物品管理事務 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 物品 物品管理 平成２８年度物品管理事務 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算帳簿 部局予算差引簿（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算帳簿 部局予算差引簿（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算要求 概算要求書（平成２６年度) 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算要求 概算要求書（平成２７年度) 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算要求 概算要求書（平成２８年度) 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算要求 予算（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算要求 予算（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算要求 予算（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算要求 予算（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 予算 予算要求 予算（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 共済 短期給付 共済関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 研究助成 不正調査 研究費の不正調査関係（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 研究助成 不正調査 研究費の不正調査関係（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 研究助成 不正調査 研究費の不正調査関係（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 研究助成 不正調査 研究費の不正調査関係（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 研究助成 不正調査 研究費の不正調査関係（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄
低温科学研究所事務部 研究助成 不正調査 研究費の不正調査関係（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所会計担当 廃棄



低温科学研究所事務部 図書その他 その他 附属図書館からの通知文書等（平成２６年度） 事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 図書その他 その他 附属図書館からの通知文書等（平成２７年度） 事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 図書その他 その他 附属図書館からの通知文書等（平成２８年度） 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 相互利用 相互利用 文献複写申込書（兼複写機使用伝票）（平成２８年度） 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 相互利用 相互利用 文献複写申込書（平成２８年度） 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 相互利用 相互利用 文献複写受付票（平成２８年度） 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 相互利用 相互利用 現物貸借受付票（平成２８年度） 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 貸出 貸出 貸出記録（平成２８年度） 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成１９年度） 事務長 図書担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成２０年度） 事務長 図書担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成２１年度） 事務長 図書担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成２２年度） 事務長 図書担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成２３年度） 事務長 図書担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成２４年度） 事務長 図書担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成２５年度） 事務長 図書担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成２６年度） 事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成２７年度） 事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 学術情報基盤実態調査（平成２８年度） 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 附属図書館一括購入雑誌の選定（平成２６年度） 事務長 図書担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 附属図書館一括購入雑誌の選定（平成２７年度） 事務長 図書担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 調査・回答 調査・回答 附属図書館一括購入雑誌の選定（平成２８年度） 事務長 図書担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 低温科学研究所図書担当 廃棄
低温科学研究所事務部 目録 目録 蔵書目録 事務長 図書掛 1941年度 1942/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 電子 共有サーバー内 事務長 低温科学研究所図書担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係 北キャンパス合同事務部事務長 用度係 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成１７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 用度係 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成１８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 用度係 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成１９年度） 北キャンパス合同事務部事務長 用度係 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他 その他 アルコール使用許可申請関係（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実地検査検査調書控（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２２年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２２年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２３年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２３年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２４年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２４年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２５年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２５年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２６年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２６年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２７年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２７年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２７年度）（北極） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２８年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２８年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 債権 債権計上票控（平成２８年度）（北極） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２４年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２４年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２５年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２５年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２６年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２６年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２7年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２7年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２7年度）（北極） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２８年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２８年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 収入関係 収入契約 収入契約決議書（平成２８年度）（北極） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 物品管理 不要決定関係 物品不用決定承認申請関係綴（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 物品管理 不要決定関係 物品不用決定承認申請関係綴（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 物品管理 不要決定関係 物品不用決定承認申請関係綴（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 物品管理 不要決定関係 物品不用決定承認申請関係綴（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 物品管理 不要決定関係 物品不用決定承認申請関係綴（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 概算要求関係(平成２６年度) 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 概算要求関係(平成２７年度) 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 概算要求関係(平成２８年度) 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２４年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２４年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄



北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２５年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２５年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２６年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２６年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２７年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２７年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２７年度）（北極） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２８年度）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２８年度）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算関係（平成２８年度）（北極） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算配分書（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算配分書（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算配分書（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算配分書（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算配分関係 予算配分書（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算要求関係 赴任旅費要求書（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算要求関係 赴任旅費要求書（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 予算 予算要求関係 赴任旅費要求書（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 GCOE関係（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2008年度 2009/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 GCOE関係（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2009年度 2010/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 GCOE関係（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 GCOE関係（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 事業終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 その他補助金（電子研）（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 その他補助金（電子研）（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 その他補助金（電子研）（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 その他補助金（電子研）（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 その他補助金（電子研）（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 科学技術振興費　安定同位元素（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 科学技術振興費　安定同位元素（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 科学技術振興費　安定同位元素（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 科学技術振興費　安定同位元素（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 債務計上票（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 債務計上票（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 債務計上票（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 債務計上票（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 債務計上票（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 債務計上票（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 債務計上票（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 産業技術研究助成事業・NEDO（触媒）（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 産業技術研究助成事業・NEDO（触媒）（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 産業技術研究助成事業・NEDO（触媒）（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 産業技術研究助成事業・NEDO（触媒）（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 産業技術研究助成事業・NEDO（触媒）（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 産業技術研究助成事業・NEDO（触媒）（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 産業技術研究助成事業・NEDO（触媒）（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 産業技術研究助成事業・NEDO（触媒）（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 その他補助金 産業技術研究助成事業・NEDO（触媒）（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費補助金分担金配分書類関係（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費補助金分担金配分書類関係（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費補助金分担金配分書類関係（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費補助金分担金配分書類関係（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費補助金分担金配分書類関係（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費補助金分担金配分書類関係（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費補助金分担金配分書類関係（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費補助金分担金配分書類関係（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 科学研究費補助金分担金配分書類関係（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 厚生労働科研(電子研）（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 債務計上票（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 債務計上票（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 債務計上票（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 債務計上票（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 債務計上票（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 債務計上票（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 債務計上票（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 収支決算報告書（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 収支決算報告書（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 収支決算報告書（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 収支決算報告書（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金 収支決算報告書（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 会議費等支出伺（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 会議費等支出伺（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 会議費等支出伺（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 会議費等支出伺（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 会議費等支出伺（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 購入依頼書控（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 購入依頼書控（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 購入依頼書控（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 購入依頼書控（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 購入 購入依頼書控（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 共同研究（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 共同研究（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄



北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 共同研究（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 共同研究（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 共同研究（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・共同研究（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・共同研究（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・共同研究（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・共同研究（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・共同研究（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・共同研究（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・共同研究（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・受託研究（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・受託研究（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・受託研究（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・受託研究（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・受託研究（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・受託研究（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 債務計上票・受託研究（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 受託研究（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 受託研究（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 受託研究（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 受託研究（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 受託研究（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金予算執行振替（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金予算執行振替（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金予算執行振替（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金予算執行振替（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金予算執行振替（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金予算執行振替（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金予算振替（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金予算振替（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金立替申請綴（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金立替申請綴（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金立替申請綴（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金立替申請綴（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 予算 外部資金立替申請綴（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 管理運営 調査・報告書 公的研究費の不適切な経理に関する調査・報告(平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 管理運営 調査・報告書 公的研究費の不適切な経理に関する調査・報告(平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 管理運営 調査・報告書 公的研究費の不適切な経理に関する調査・報告(平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 管理運営 調査・報告書 公的研究費の不適切な経理に関する調査・報告(平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 管理運営 調査・報告書 公的研究費の不適切な経理に関する調査・報告(平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 管理運営 調査・報告書 公的研究費の不適切な経理に関する調査・報告(平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 外部資金担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計実施検査調書（研究資金調書）（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 社会保険　平成２２年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 社会保険　平成２３年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 社会保険　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 社会保険　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 社会保険　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 社会保険　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 社会保険　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 退職後2年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 検査・監査 会計検査院会計実地検査 会計検査院会計実地検査（平成１９年度） 電子科学研究所事務長 会計係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国有特許 実施 特許関係綴（平成１２年度～） 電子科学研究所事務長 会計係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金収支簿・会計検査用資料（平成１９年度） 電子科学研究所事務長 会計係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 厚生労働科研（平成１７年度） 電子科学研究所事務長 会計係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 厚生労働科研（平成１８年度） 電子科学研究所事務長 会計係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 外部資金 科学研究費補助金関係 厚生労働科研（平成１９年度） 電子科学研究所事務長 会計係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 その他（庶務） 庶務 防火訓練関係（平成８年度～平成１９年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 当該施設等が滅失した時から1年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 国有財産 管理 施設実態調査No.２（昭和６３年度～平成１０年度） 電子科学研究所事務長 会計係 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 経理 給与 現金出納簿（昭和５６～） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1981年度 1982/4/1 7年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 物品管理関係 帳票関係 物品管理簿（平成８年度～） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 物品管理関係 帳票関係 物品番号新旧対照簿 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1996年度 1997/4/1 使用を要しなくなってから5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部会計担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２４年度　受託研究等受入審査関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２４年度　受託研究等受入審査関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２５年度　受託研究等受入審査関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２５年度　受託研究等受入審査関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２６年度　受託研究等受入審査関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２６年度　受託研究等受入審査関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２７年度　受託研究等受入審査関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２７年度　受託研究等受入審査関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２７年度　受託研究等受入審査関係（北極） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２８年度　受託研究等受入審査関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２８年度　受託研究等受入審査関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 外部資金 産学連携等研究費 平成２８年度　受託研究等受入審査関係（北極） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成１９年度　外国人留学生関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄



北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２０年度　外国人留学生関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２１年度　外国人留学生関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２２年度　外国人留学生関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２２年度　外国人留学生関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２３年度　外国人留学生関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２３年度　外国人留学生関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２４年度　外国人留学生関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２４年度　外国人留学生関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２５年度　外国人留学生関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２５年度　外国人留学生関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２６年度　外国人留学生関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２６年度　外国人留学生関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２７年度　外国人留学生関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２７年度　外国人留学生関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２８年度　外国人留学生関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２８年度　外国人留学生関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成１６年度　研究生・来訪学生 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成１７年度　研究生・来訪学生 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成１８年度　研究生・来訪学生 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成１９年度　研究生・来訪学生 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２０年度　研究生・来訪学生 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２１年度　研究生・来訪学生 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２２年度　研究生（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２２年度　研究生（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２３年度　研究生（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２３年度　研究生（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２４年度　研究生（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２４年度　研究生（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２５年度　研究生（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２５年度　研究生（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２６年度　研究生（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２６年度　研究生（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２７年度　研究生（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２７年度　研究生（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２８年度　研究生（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 留学生 平成２８年度　研究生（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 共同利用・共同研究拠点申請書（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 共同利用・共同研究拠点申請書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２２年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２２年度共同利用・共同研究拠点　課題等審査専門委員会（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２２年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２２年度共同利用・共同研究拠点　領域部会（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 ナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２３年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２３年度共同利用・共同研究拠点　課題等審査専門委員会（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２３年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２３年度共同利用・共同研究拠点　領域部会（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２４年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２４年度共同利用・共同研究拠点　課題等審査専門委員会（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２４年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２４年度共同利用・共同研究拠点　領域部会（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２５年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２５年度共同利用・共同研究拠点　課題等審査専門委員会（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２５年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２５年度共同利用・共同研究拠点　旅費関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２５年度共同利用・共同研究拠点　領域部会（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２６年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２６年度共同利用・共同研究拠点　課題等審査専門委員会（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点　課題等審査専門委員会（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点　課題等審査専門委員会（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２６年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２６年度共同利用・共同研究拠点　旅費関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２６年度共同利用・共同研究拠点　領域部会（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点　課題等審査専門委員会（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点　旅費関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点　領域部会（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度共同利用・共同研究拠点　課題等審査専門委員会（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度共同利用・共同研究拠点　手続関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度共同利用・共同研究拠点　旅費関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度共同利用・共同研究拠点　領域部会（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２３年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２３年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２４年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２４年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断



北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２５年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２５年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２７年度共同利用・共同研究拠点関係期末評価（電子研・触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 平成２８年度共同利用・共同研究拠点実施状況報告書（北極） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 共同研究事業 共同利用・共同研究拠点 業務の実績（平成２６年度～） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２４年度　T・A関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２５年度　T・A関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２６年度　T・A関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２７年度　T・A関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２８年度　T・A関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２４年度　教務関係（触媒・電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２５年度　教務関係（触媒・電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２６年度　教務関係（触媒・電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２７年度　教務関係（触媒・電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 教務 教務 平成２８年度　教務関係（触媒・電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２４年度　研究員・外国人研究員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２５年度　研究員・外国人研究員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２６年度　研究員・外国人研究員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２７年度　研究員・外国人研究員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２８年度　研究員・外国人研究員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２４年度　電子研外国人客員研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２５年度　電子研外国人客員研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２６年度　電子研外国人客員研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２７年度　電子研外国人客員研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２８年度　電子研外国人客員研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２４年度　電子研外国人協力研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２５年度　電子研外国人協力研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２６年度　電子研外国人協力研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２７年度　電子研外国人協力研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２８年度　電子研外国人協力研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究員 研究員 平成２８年度　研究員・海外研究員（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 栄典・表彰 平成１６年度～平成２５年度　松本・羽鳥奨学賞 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 栄典・表彰 平成２６年度　松本・羽鳥奨学賞 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成１８年度額の確定調査関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２０年度科学技術振興調整費北海道大学イノベーション創出ナノ加工・計測支援ネットワーク（ナノテク支援）［HINTS] 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２１年度科学技術振興調整費北海道大学イノベーション創出ナノ加工・計測支援ネットワーク（ナノテク支援）［HINTS] 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２１年度～平成２２年度　受託研究（触媒・阿部） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２１年度～平成２２年度　受託研究（触媒・山内） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２７年度　受託研究（触媒・朝倉） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２８年度　受託研究（触媒・朝倉） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２２年度　受託研究（電子研・西野） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２３年度　受託研究（電子研・西野） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 201１年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２４年度　受託研究（電子研・西野） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 201２年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２５年度　受託研究（電子研・西野） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２６年度　受託研究（電子研・西野） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２７年度　受託研究（電子研・西野） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２８年度　受託研究（電子研・西野） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２２年度　受託研究（電子研・低炭素） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成２６年度　受託研究（電子研・根本）「技術開発個別課題（革新的な技術開発）」 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 先端研究開発支援プログラム 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 先端・次世代研究開発支援プログラム 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成28年度～　産業創出分野（電子研・小松﨑） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成27年度科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成2８年度科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成27年度環境技術等研究開発推進事業補助金 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成28年度環境技術等研究開発推進事業補助金 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成22年度～平成27年度大学等連携支援事業 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 外部資金 平成28年度～　大学等連携支援事業 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成１８年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成１８年度　各種奨励（応募したもの） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成１８年度　各種奨励（事務局経由） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成１９年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成１９年度　各種奨励（応募したもの）No.１ 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成１９年度　各種奨励（応募したもの）No.２ 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成１９年度　各種奨励（事務局経由） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２０年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２０年度　各種奨励（応募したもの）（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２０年度　各種奨励（応募したもの）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２１年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２１年度　各種奨励（応募したもの）（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２１年度　各種奨励（応募したもの）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２２年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２２年度　各種奨励（応募したもの）（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２２年度　各種奨励（応募したもの）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２３年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２３年度　各種奨励（応募したもの）（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断



北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２３年度　各種奨励（応募したもの）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２４年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２４年度　各種奨励（応募したもの）（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２４年度　各種奨励（応募したもの）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２４年度　共同利用・他機関共同研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２５年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２５年度　各種奨励（応募したもの）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２５年度　各種奨励（応募したもの）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２５年度　共同利用・他機関共同研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２６年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２６年度　各種奨励（応募したもの）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２６年度　各種奨励（応募したもの）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２６年度　共同利用・他機関共同研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２７年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２７年度　各種奨励（応募したもの）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２７年度　各種奨励（応募したもの）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２７年度　共同利用・他機関共同研究員 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２８年度　各種奨励 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２８年度　各種奨励（応募したもの）（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２８年度　各種奨励（応募したもの）（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２８年度　各種奨励（応募したもの）（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２１年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２１年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２２年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２２年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２３年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２３年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２４年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２４年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２５年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２５年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２６年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２６年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２７年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 各種募集 平成２７年度　総長室事業推進経費・包括連携等事業経費（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２４年度　研究協力一般 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２５年度　研究協力一般 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２６年度　研究協力一般 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２７年度　研究協力一般 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２８年度　研究協力一般 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２２年度　調査関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２３年度　調査関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２４年度　調査関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２５年度　調査関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２６年度　調査関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２７年度　調査関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 調査 平成２８年度　調査関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２４年度　日本学術振興会関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２４年度　日本学術振興会関係（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２４年度　日本学術振興会関係（募集通知等） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２５年度　日本学術振興会関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２５年度　日本学術振興会関係（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２５年度　日本学術振興会関係（募集通知等） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２６年度　日本学術振興会関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２６年度　日本学術振興会関係（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２６年度　日本学術振興会関係（募集通知等） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２７年度　日本学術振興会関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２７年度　日本学術振興会関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２７年度　日本学術振興会関係（募集通知等） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２８年度　日本学術振興会関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２８年度　日本学術振興会関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 日本学術振興会 平成２８年度　日本学術振興会関係（募集通知等） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成１６年度　科学研究費補助金No.１ 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成１６年度　科学研究費補助金No.２ 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成１６年度　科学研究費補助金No.３ 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成１７年度　科学研究費補助金 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成１８年度　科学研究費補助金 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成１９年度　科学研究費補助金 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成１９年度～平成２０年度　研究拠点形成費等補助金 グローバルＣＯＥプログラム 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２０年度　科学研究費補助金（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２０年度　科学研究費補助金（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２１年度　科学研究費補助金（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２１年度　科学研究費補助金（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２２年度　科学研究費補助金（事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２２年度　科学研究費補助金（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２２年度　科学研究費補助金（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２３年度　科学研究費補助金（事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２３年度　科学研究費補助金（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２３年度　科学研究費補助金（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２４年度　科学研究費補助金研究計画調書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２４年度　科学研究費補助金（事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断



北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２４年度　科学研究費補助金（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２４年度　科学研究費補助金（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２５年度　科学研究費補助金研究計画調書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２５年度　科学研究費補助金（事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２５年度　科学研究費補助金（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２５年度　科学研究費補助金（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２６年度　科学研究費補助金研究計画調書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２６年度　科学研究費補助金（事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２６年度　科学研究費補助金（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２６年度　科学研究費補助金（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２７年度　科学研究費補助金研究計画調書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２７年度　科学研究費補助金（事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２７年度　科学研究費補助金（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２７年度　科学研究費補助金（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２８年度　科学研究費助成事業研究計画調書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 交付を受けた年度終了後5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２８年度　科学研究費助成事業（事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２８年度　科学研究費助成事業（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２８年度　科学研究費助成事業（触媒研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２８年度　科学研究費助成事業（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 平成２１年度～　研究拠点形成費等補助金 グローバルＣＯＥプログラム 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 輸出管理 平成２２年度　安全保障輸出管理関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 輸出管理 平成２３年度　安全保障輸出管理関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 輸出管理 平成２４年度　安全保障輸出管理関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 輸出管理 平成２５年度　安全保障輸出管理関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 輸出管理 平成２６年度　安全保障輸出管理関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 輸出管理 平成２７年度　安全保障輸出管理関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 輸出管理 平成２８年度　安全保障輸出管理関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 組換えＤＮＡ 組換えDNA関係　実験計画書　平成１６年度～ 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2004年度 2005/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 組換えＤＮＡ 組換えDNA関係　平成２０年度～２１年度 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 遺伝子組換え実験 平成２２年度　遺伝子組換え実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 遺伝子組換え実験 平成２３年度　遺伝子組換え実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 遺伝子組換え実験 平成２４年度　遺伝子組換え実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 遺伝子組換え実験 平成２５年度　遺伝子組換え実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 遺伝子組換え実験 平成２６年度　遺伝子組換え実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 遺伝子組換え実験 平成２７年度　遺伝子組換え実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 遺伝子組換え実験 平成２８年度　遺伝子組換え実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 動物実験 平成２０年度　動物実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 動物実験 平成２１年度　動物実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 動物実験 平成２２年度　動物実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 動物実験 平成２３年度　動物実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 動物実験 平成２４年度　動物実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 動物実験 平成２５年度　動物実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 動物実験 平成２６年度　動物実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 動物実験 平成２７年度　動物実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 動物実験 平成２８年度　動物実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 病原体等使用実験 平成２２年度　病原体等使用実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 病原体等使用実験 平成２３年度　病原体等使用実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 病原体等使用実験 平成２４年度　病原体等使用実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 病原体等使用実験 平成２５年度　病原体等使用実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 病原体等使用実験 平成２６年度　病原体等使用実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 病原体等使用実験 平成２７年度　病原体等使用実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 病原体等使用実験 平成２８年度　病原体等使用実験関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 実験終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 麻薬・向精神薬 平成２４年度　向精神薬関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 麻薬・向精神薬 平成２５年度　向精神薬関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 麻薬・向精神薬 平成２６年度　向精神薬関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 麻薬・向精神薬 平成２７年度　向精神薬関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 研究協力 麻薬・向精神薬 平成２８年度　向精神薬関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２４年度　外国人研究員宿舎関係（触媒・創成） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２４年度　外国人研究員宿舎関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２５年度　外国人研究員宿舎関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２５年度　外国人研究員宿舎関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２６年度　外国人研究員宿舎関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２６年度　外国人研究員宿舎関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２７年度　外国人研究員宿舎関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２８年度　外国人研究員宿舎関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２４年度　国際交流関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２５年度　国際交流関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２６年度　国際交流関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２７年度　国際交流関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 国際交流 国際交流 平成２８年度　国際交流関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 発明関係（平成１６年度～１８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成１９年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成２０年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成２１年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成２２年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成２３年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成２４年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成２５年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成２６年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成２７年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断



北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 平成２８年度　発明関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 知的財産 平成２２年度　成果有体物関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 知的財産 平成２３年度　成果有体物関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 知的財産 平成２４年度　成果有体物関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 知的財産 平成２５年度　成果有体物関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 知的財産 平成２６年度　成果有体物関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 知的財産 平成２７年度　成果有体物関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 科学技術研究調査（写）（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 科学技術研究調査（写）（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 科学技術研究調査（写）（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 科学技術研究調査（写）（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 科学技術研究調査（写）（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成１６年度　個人線量管理票（写）・健康診断個人票（写） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成１７年度　個人線量管理票（写）・健康診断個人票（写） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成１８年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成１９年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２０年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２１年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２２年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２３年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２４年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２５年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２６年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２７年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２８年度　個人線量管理票・個人線量報告書 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２４年度　ＲＩ関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２４年度　ＲＩ関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２５年度　ＲＩ関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２５年度　ＲＩ関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２６年度　ＲＩ関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２６年度　ＲＩ関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２７年度　ＲＩ関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２７年度　ＲＩ関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２８年度　ＲＩ関係（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 平成２８年度　ＲＩ関係（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 放射線 放射性同位元素等 放射線障害予防規定　ＲＩ実験施設等申請・許可証関係 北キャンパス合同事務部事務長 研究協力係 2004年度 2005/4/1 施設閉鎖後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他（庶務） 庶務 寄附研究部門の設置関係（平成１７年度～） 電子科学研究所事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金関係（平成６年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成７年度NO.１） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成７年度NO.２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成８年度NO.１） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成８年度NO.２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成９年度NO.１） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成９年度NO.２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１０年度NO.１） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１０年度NO.２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１１年度NO.１） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１１年度NO.２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１２年度NO.１） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１２年度NO.２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１３年度NO.１） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１３年度NO.２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１４年度NO.１） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１４年度NO.２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１５年度NO.１） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１５年度NO.２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 研究協力 補助金 科学研究費補助金（平成１５年度NO.３） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 学生 研究生（平成元年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 学生 研究生（平成２年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 学生 研究生・来訪学生関係（平成元年～６年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1989年度 1990/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 学生 研究生・来訪学生関係（平成７～８年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 学生 研究生・来訪学生関係（平成９～１１年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 学生 研究生・来訪学生関係（平成１２年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 学生 研究生・来訪学生関係（平成１３年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 学生 研究生・来訪学生関係（平成１４年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 学生 学生 研究生・来訪学生関係（平成１５年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 発明関係（昭和５８年～） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 発明関係（平成１２年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 発明関係（平成１３年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 発明関係（平成１４年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 産学連携 発明・特許 発明関係（平成１５年度） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部研究協力担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成１６年度 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成１７年度 北キャンパス合同事務部事務長 経理係 2005年度 2006/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成１８年度 北キャンパス合同事務部事務長 経理係 2006年度 2007/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成１９年度 北キャンパス合同事務部事務長 経理係 2007年度 2008/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成２０年度 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成２１年度 北キャンパス合同事務部事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成２２年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成２３年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄



北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２４年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２４年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２４年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２５年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２５年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２５年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２６年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２６年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２６年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２７年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２７年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２７年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２８年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２８年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 勤務評定関係　平成２８年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格　平成１６年度～１９年度 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 昇給・昇格（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２４年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２５年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２６年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２７年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２８年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２４年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２５年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２６年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２７年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２８年度（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２４年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２５年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２６年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２７年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 身上調書　平成２８年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 人事ヒアリング関係　平成２６年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 人事ヒアリング関係　平成２７年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 人事ヒアリング関係　平成２８年度（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 総長選考関係　平成１６年度 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 その他 総長選考関係　平成１８年度 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 その他 総長選考関係　平成２２年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 その他 総長選考関係　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 その他 入試関係（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 入試関係（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 入試関係（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 入試関係（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 入試関係（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 平成２６年度　研修関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 平成２７年度　研修関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 その他 平成２８年度　研修関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 栄典・表彰 栄典・表彰関係　平成２２～２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 栄典・表彰 栄典・表彰関係　平成２６年度～ 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 管理運営 大阪大学産業科学研究所とのアライアンス関係 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 管理運営 理研基幹研究所とのアライアンス関係 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２２年度（触媒・創成・北キャン） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 ７年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２２年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 ７年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２３年度（触媒・創成・北キャン） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 ７年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２３年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 ７年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２４年度（触媒・北キャン） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 ７年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２５年度（触媒・北キャン） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 ７年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２６年度（触媒・北キャン） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２７年度（触媒・北キャン） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２８年度（触媒・北キャン） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２４年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 ７年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２５年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 ７年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２６年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 ７年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２７年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２８年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２７年度（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 ７年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 プルーフリスト平成２８年度（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 ７年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済関係　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済関係　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済関係　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済関係　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済年金　平成２０年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済年金　平成２１年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄



北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済年金　平成２２年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済年金　平成２３年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済年金　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済年金　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済年金　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済年金　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 共済年金　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 勤務時間報告書　平成２４年度（触媒・創成・北キャン） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 勤務時間報告書　平成２５年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 勤務時間報告書　平成２６年度（触媒・北キャン） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 給与 勤務時間報告書　平成２６年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 休暇簿（平成２６年）触媒 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 休暇簿（平成２６年）電子研 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 休暇簿（平成２６年）北キャンパス合同事務部 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 休暇簿（平成２７年）触媒 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 休暇簿（平成２７年）電子研 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 休暇簿（平成２７年）北極域 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
  人事 勤務状況 休暇簿（平成２８年）触媒 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 休暇簿（平成２８年）電子研 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 休暇簿（平成２８年）北極域 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 勤務時間報告書　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 勤務時間報告書　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 勤務時間報告書　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（触媒）平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（触媒）平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（触媒）平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（触媒）平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（触媒）平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（電子研）平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（電子研）平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（電子研）平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（電子研）平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（電子研）平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（北極域）平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 兼業関係（北極域）平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 欠勤届綴　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 欠勤届綴　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 欠勤届綴　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 時間外労働命令簿　平成２４年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 時間外労働命令簿　平成２５年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 時間外労働命令簿　平成２６年度（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２４年）正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２５年）正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２６年）正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２７年）正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２８年）正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２４年）非正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２５年）非正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２６年）非正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２７年）非正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２８年）非正規職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２４年）教員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２５年）教員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２６年）教員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２７年）教員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２８年）教員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２４年）契約職員・短時間勤務職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２５年）契約職員・短時間勤務職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２６年）契約職員・短時間勤務職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２７年）契約職員・短時間勤務職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２８年）契約職員・短時間勤務職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２７年）正規職員（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２８年）正規職員（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２７年）非正規職員（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 出勤簿（平成２８年）非正規職員（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2014/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 振替・代休通知簿　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 3年 2015/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 振替・代休通知簿　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 3年 2016/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 振替・代休通知簿　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2017/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 振替・代休通知簿　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 勤務状況 振替・代休通知簿　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２４年度　旅行命令申請書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 1218/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２５年度　旅行命令申請書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２６年度　旅行命令申請書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２７年度　旅行命令申請書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２８年度　旅行命令申請書（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２４年度　依頼出張（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２５年度　依頼出張（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２６年度　依頼出張（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２７年度　依頼出張（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２８年度　依頼出張（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２４年度　旅行命令簿（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２５年度　旅行命令簿（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄



北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２６年度　旅行命令簿（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２７年度　旅行命令簿（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２４年度　旅行依頼簿（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２５年度　旅行依頼簿（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 出張・研修 平成２６年度　旅行依頼簿（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
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北キャンパス合同事務部 人事 任免 ハローワーク手続書類綴　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 ハローワーク手続書類綴　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 ハローワーク手続書類綴　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 リサーチアシスタント関係　平成１６～２１年度 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 リサーチアシスタント関係　平成２２年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 リサーチアシスタント関係　平成２３年度 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 リサーチアシスタント関係　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 リサーチアシスタント関係　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 リサーチアシスタント関係　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 リサーチアシスタント関係　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 リサーチアシスタント関係　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 科学技術振興調整費　戦略スタッフ室・技術部・東京オフィス　人事関係綴　平成１６～１９年度 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 任免 科学技術振興調整費協定締結関係綴 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 任免 教員選考関係（触媒）　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 教員選考関係（触媒）　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 教員選考関係（触媒）　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２４年度　非常勤職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２５年度　非常勤職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２６年度　非常勤職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２７年度　非常勤職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄



北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２８年度　非常勤職員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２４年度　短期支援員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２５年度　短期支援員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２６年度　短期支援員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２７年度　短期支援員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２８年度　短期支援員（電子研） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成１９年度　人事関係綴（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 5年 2013/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２４年度　人事関係綴（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２５年度　人事関係綴（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２６年度　人事関係綴（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２７年度　人事関係綴（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２８年度　人事関係綴（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２４年度　採用・退職関係（触媒・創成・北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２５年度　採用・退職関係（触媒・北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２６年度　採用・退職関係（触媒・北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２７年度　採用・退職関係（触媒・北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２８年度　採用・退職関係（触媒・北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２４年度　非正規職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２５年度　非正規職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２６年度　非正規職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２７年度　非正規職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２８年度　非正規職員（触媒） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２７年度　人事関係（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２８年度　人事関係（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２７年度　任免関係（正規・非正規）（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２８年度　任免関係（正規・非正規）（北極域） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２４年度　人事関係綴（北キャンパス合同事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２５年度　人事関係綴（北キャンパス合同事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２６年度　人事関係綴（北キャンパス合同事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２７年度　人事関係綴（北キャンパス合同事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２８年度　人事関係綴（北キャンパス合同事務部） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２４年度　非正規職員（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２５年度　非正規職員（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２６年度　非正規職員（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免 平成２７年度　非正規職員（北キャンパス） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 人事 定員・教員人件費ポイント全学運用教員（平成18年度～） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 保健 健康診断関係　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 保健 健康診断関係　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 保健 健康診断関係　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 保健 健康診断関係　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 保健 健康診断関係　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 保健 裁量労働従事者健康状態把握・自己診断カード　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 保健 裁量労働従事者健康状態把握・自己診断カード　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター事務（部）長会議　平成１６年度～ 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議　第一部会　平成１６～２１年度 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議関係　平成２２年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議関係　平成２３年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議関係　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議関係　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議関係　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議関係　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置研究所・センター長会議関係　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学附置全国共同利用研究所・研究センター協議会　平成１６～２１年度 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会関係　平成２２年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会関係　平成２３年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会関係　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会関係　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会関係　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会関係　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 国立大学共同利用・共同研究拠点協議会関係　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 東北・北海道地区国立大学法人附置研究所等事務（部）長会議　平成１６年度～ 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学外会議 文部科学省所轄ならびに国立大学法人附置研究所長会議　平成１６年度～ 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 各種委員会（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 研究棟設計検討調整専門部会 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 研究部門検討専門委員会 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 在り方専門部会 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成１６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成１７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成１８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成１９年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター協議員会（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒科学研究所教授会（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒科学研究所教授会（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成１６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成１７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成１８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成１９年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター運営委員会（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センターアセンブリ会議（平成１９年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センターアセンブリ会議（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センターアセンブリ会議（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センターアセンブリ会議（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センターアセンブリ会議（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センターアセンブリ会議（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センターアセンブリ会議（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センターアセンブリ会議（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒科学研究所ターゲット研究部会議（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒科学研究所ターゲット研究部会議（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成１６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成１７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成１８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成１９年度） 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター部門教授会（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター懇談会　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター懇談会　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター懇談会　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター懇談会　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 触媒化学研究センター懇談会　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 人事検討専門部会 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 設置検討委員会 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 設置検討委員会専門委員会 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 電子科学研究所教授会（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 電子科学研究所教授会（平成２１年度） 北キャンパス合同事務部事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 電子科学研究所教授会（平成２２年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 電子科学研究所教授会（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 電子科学研究所教授会（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 電子科学研究所教授会（平成２５年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 電子科学研究所教授会（平成２６年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 電子科学研究所教授会（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 電子科学研究所教授会（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 北極域研究センター運営委員会（平成２７年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 北極域研究センター運営委員会（平成２８年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 庶務 その他 案内（要回答）　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 その他 案内（要回答）　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 その他 案内（要回答）　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２４年度　庶務関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２５年度　庶務関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２６年度　庶務関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２７年度　庶務関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２８年度　庶務関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２４年度　原稿掲載依頼関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２５年度　原稿掲載依頼関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２６年度　原稿掲載依頼関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２７年度　原稿掲載依頼関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 庶務 平成２８年度　原稿掲載依頼関係 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 平成２４年度　庶務調査 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 平成２５年度　庶務調査 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 平成２６年度　庶務調査 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 平成２７年度　庶務調査 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 庶務 調査 平成２８年度　庶務調査 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 評価 外部点検評価 電子科学研究所外部点検評価（平成２３年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄



北キャンパス合同事務部 評価 外部点検評価 触媒化学研究センター外部点検評価（平成２０年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 評価 外部点検評価 触媒化学研究センター外部点検評価（平成２４年度） 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 評価 中期目標・中期計画 平成１６年度～２１年度　中期目標・中期計画・評価 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 評価 中期目標・中期計画 平成２４年度　中期目標・中期計画・評価 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 評価 中期目標・中期計画 平成２５年度　中期目標・中期計画・評価 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 評価 中期目標・中期計画 平成２６年度　中期目標・中期計画・評価 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 評価 中期目標・中期計画 平成２７年度　中期目標・中期計画・評価 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 評価 中期目標・中期計画 平成２８年度　中期目標・中期計画・評価 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 広報 概要 センター概要（触媒）２００４～ 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 評価 年報 センター年報（触媒）２００４～ 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 書留郵便物受付簿　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 書留郵便物受付簿　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 書留郵便物受付簿　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 書留郵便物受付簿　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成１６年 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2004年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成１７年 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2005年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成１８年 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2006年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成１９年 北キャンパス合同事務部事務長 庶務係 2007年 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成２０年 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成２１年 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成２２年 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成２３年 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成２４年 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成２５年 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成２６年 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿　平成２７年 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2015/4/2 30年 2045/4/1 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便物発送簿　平成２８年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書　平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書　平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書　平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書　平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿  平成２４年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿  平成２５年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿  平成２６年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿  平成２７年度 北キャンパス合同事務部事務長 総務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 その他（庶務） 庶務 身分証明書（平成１５年度～） 電子科学研究所事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 委員 台帳 各種委員台帳 電子科学研究所事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会（助教授・講師含む）議事録（昭和４０年度～昭和５１年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会（助教授・講師含む）議事録（平成元年度～平成４年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会（助教授・講師含む）議事録（平成５年度～平成７年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会（助教授・講師含む）議事録（平成８年度～平成１０年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会（助教授・講師含む）議事録（平成１１年度～） 電子科学研究所事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和４０年度～昭和４７年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（昭和４８年度～昭和５１年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成元年度～平成２年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成３年度～平成４年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成５年度～平成６年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成７年度～平成８年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成９年度～平成１１年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１２年度～平成１３年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１４年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１５年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１６年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１７年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１８年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 教授会議事録（平成１９年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 将来構想検討委員会議事録（平成元年度～） 電子科学研究所事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 給与決定 給与決定 昇給・特昇・昇格等（平成１６年４月～） 電子科学研究所事務長 庶務係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 災害補償 災害補償 災害補償関係 電子科学研究所事務長 庶務係 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 諸手当関係 住居手当 住居届 電子科学研究所事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 諸手当関係 住居手当 認定簿 電子科学研究所事務長 庶務係 1978年度 1979/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 諸手当関係 単身赴任手当 単身赴任届・認定簿 電子科学研究所事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 諸手当関係 通勤手当 通勤届・認定簿 電子科学研究所事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 諸手当関係 扶養手当 認定簿 電子科学研究所事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 諸手当関係 扶養手当 扶養親族届 電子科学研究所事務長 庶務係 1970年度 1971/4/1 支給喪失から5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 叙勲表彰・称号授与等 叙位・叙勲 叙位・叙勲（平成元年度～平成６年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 叙勲表彰・称号授与等 叙位・叙勲 叙位・叙勲（平成７年度～平成１２年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 叙勲表彰・称号授与等 叙位・叙勲 叙位・叙勲（平成１３年度～） 電子科学研究所事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 叙勲表彰・称号授与等 名誉教授 名誉教授推薦関係（平成１２年度～） 電子科学研究所事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事・勤務 人事 人事記録記載事項関係（昭和６１年度～） 電子科学研究所事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 15年 2018/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事・勤務 併任・兼業 併任・兼業台帳 電子科学研究所事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 任免関係 定員内職員 所長候補者選考関係（平成７年度～平成１１年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 定員内職員 所長候補者選考関係（平成７年度～平成１１年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2004年度末 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 定員内職員 所長候補者選考関係（平成１２年度～平成１９年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 定員内職員 定員・現員異動台帳 電子科学研究所事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 任免関係 定員内職員 定員関係 電子科学研究所事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 任免関係 定員内職員 教員の人事管理（ポイント数） 電子科学研究所事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄



北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 客員教官（平成７年度～） 電子科学研究所事務長 庶務係 1995年度 1996/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 客員教官（平成７年度～） 電子科学研究所事務長 庶務係 2005年度末 2006/4/1 授与期間満了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１０年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１１年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１２年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2000年度 2001/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１３年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１４年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１５年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１６年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１７年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１８年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成１９年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 任免関係 非常勤職員 人事記録文書（非常勤）（平成９年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1997年度 1998/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 その他（庶務） 庶務 危険防止主任者作業場関係 電子科学研究所事務長 庶務係 1993年度 1994/4/1 指名解除されるまで 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成４年） 電子科学研究所事務長 庶務係 1992年 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書類庫 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成５年） 電子科学研究所事務長 庶務係 1993年 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書類庫 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成６年） 電子科学研究所事務長 庶務係 1994年 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書類庫 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成７年） 電子科学研究所事務長 庶務係 1995年 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書類庫 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成８年） 電子科学研究所事務長 庶務係 1996年 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書類庫 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成９年） 電子科学研究所事務長 庶務係 1997年 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１０年） 電子科学研究所事務長 庶務係 1998年 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１１年） 電子科学研究所事務長 庶務係 1999年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１２年） 電子科学研究所事務長 庶務係 2000年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１３年） 電子科学研究所事務長 庶務係 2001年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１４年） 電子科学研究所事務長 庶務係 2002年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１５年） 電子科学研究所事務長 庶務係 2003年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１６年） 電子科学研究所事務長 庶務係 2004年 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１７年） 電子科学研究所事務長 庶務係 2005年 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１８年） 電子科学研究所事務長 庶務係 2006年 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成１９年） 電子科学研究所事務長 庶務係 2007年 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受簿（平成２０年） 電子科学研究所事務長 庶務係 2008年 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 栄典・表彰 栄典・表彰関係（名誉教授称号授与関係含む）（平成１３年度） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 栄典・表彰 栄典・表彰関係（名誉教授称号授与関係含む）（平成１４年度） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 栄典・表彰 栄典・表彰関係（名誉教授称号授与関係含む）（平成７～８年度） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 栄典・表彰 栄典・表彰関係（名誉教授称号授与関係含む）（平成９～１２年度） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 諸手当 各種認定簿（退職・転出者） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1988年度 1989/4/1 要件消滅後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免・給与 兼業（併任）台帳 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1988年度 1989/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 経理 給与 雇用保険関係 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1995年度 1996/4/1 退職後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 福祉 財形貯蓄記録簿 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1979年度 1980/4/1 解約後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 諸手当 児童手当関係 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1998年度 1999/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 諸手当 住居手当認定簿 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1988年度 1989/4/1 要件消滅後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 任免・給与 人事記録（写） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 諸手当 単身赴任手当認定簿 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1988年度 1989/4/1 要件消滅後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 諸手当 通勤手当認定簿 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1988年度 2016/4/1 要件消滅後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 人事 諸手当 扶養手当認定簿 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1988年度 1989/4/1 要件消滅後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 広報 Annual Report センター英文年報（１９８９～２００２） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 広報 概要 センター概要 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 広報 年報 センター年報 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 任免・給与 センター長・客員選考関係（平成１２年度） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 任免・給与 センター長・客員選考関係（平成１３年度） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 任免・給与 センター長・客員選考関係（平成１４年度） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 人事 任免・給与 センター長・客員選考関係（平成１５年度） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 運営委員会関係 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 運営委員会関係 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 運営委員会関係 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 運営委員会関係 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 運営委員会関係 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 運営委員会関係 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 運営委員会関係 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 運営委員会関係 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成９年度運営委員会　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１０年度運営委員会　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１１年度運営委員会　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１２年度運営委員会　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１３年度運営委員会　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１４年度運営委員会　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１５年度運営委員会　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 協議員会関係　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 協議員会関係　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 協議員会関係　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 協議員会関係　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 協議員会関係　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 協議員会関係　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 協議員会関係　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 協議員会関係　 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成９年度協議員会 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１０年度協議員会 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１１年度協議員会 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１２年度協議員会 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１３年度協議員会 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１４年度協議員会 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断



北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１５年度協議員会 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１２年度部門教授会議 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１３年度部門教授会議 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１４年度部門教授会議 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 会議 学内会議 平成１５年度部門教授会議 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 総務 証明書 身分証明書交付台帳 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 法令 センター規程等 制定伺 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 法令 センター規程等 制定伺 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 将来計画 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画について 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 副総括文書管理者が判断
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成元年） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1989年 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成２年） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1990年 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成３年） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1991年 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１０年） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1998年 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１１年） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 1999年 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１２年） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2000年 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１３年） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2001年 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１４年） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2002年 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
北キャンパス合同事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（平成１５年） 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛 2003年 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 北キャンパス合同事務部事務長 北キャンパス合同事務部総務担当 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 前期・期末試験問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 前期・期末試験問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 前期・期末試験問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 前期・期末試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 前期・期末試験問題（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 博士論文（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 論文審査関係文書(平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 論文審査関係文書(平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 201５年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 論文審査関係文書(平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 大学院入試問題(平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 大学院入試問題(平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 大学院入試問題(平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 大学院入試問題(平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 前期・期末試験問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 前期・期末試験問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 前期・期末試験問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 前期・期末試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 論文審査関係文書(平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 論文審査関係文書(平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 大学院入試問題(平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 大学院入試問題(平成２6年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光システム物理研究分野 大学院入試問題(平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光量子情報研究分野 研究助成に関する申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光量子情報研究分野 研究助成に関する報告書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光量子情報研究分野 研究助成に関する申請書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 光量子情報研究分野 研究助成に関する報告書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄



電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 入学試験(大学院)問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 入学試験(大学院)問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 入学試験(大学院)問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 入学試験(大学院)問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 入学試験(大学院)問題（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 入試採点基準(筆記)(大学院)（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 入試採点基準(筆記)(大学院)（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 入試採点基準(筆記)(大学院)（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 卒業論文（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 卒業論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 卒業論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 修士論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 卒業論文・修士論文（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 卒業論文・修士論文（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 期末試験問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 期末試験問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 期末試験問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 期末試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 期末試験問題（平成２8年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 教員選考関係書類（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 教員選考関係書類（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 光科学研究部門 コヒーレント光研究分野 教員選考関係書類（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 スマート分子材料研究分野 期末試験（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 スマート分子材料研究分野 期末試験（平成26年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 スマート分子材料研究分野 期末試験（平成27年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 スマート分子材料研究分野 期末試験（平成28年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 ナノ構造物性研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 ナノ構造物性研究分野 各種研究助成金に関する報告書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 ナノ構造物性研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２7年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 ナノ構造物性研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 ナノ構造物性研究分野 卒業論文・修士論文（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 ナノ構造物性研究分野 卒業論文・修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 ナノ構造物性研究分野 期末試験（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 卒業論文・修士論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 卒業論文・修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 卒業論文・修士論文（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 学年末・中間試験問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 学年末・中間試験問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 学年末・中間試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 物質科学研究部門 薄膜機能材料研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２３年度） 電子科学研究所所長 教員 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 飼養保管施設・実験室の申請書 電子科学研究所長 教員 2009年度 2010/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 飼養保管施設・実験室の改善報告書 電子科学研究所長 教員 2009年度 2010/4/1 施設廃止後5年 未定 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 遺伝子組換え生物等処分記録簿　　 電子科学研究所長 教員 2009年度 2010/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 実験室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 大学院入試問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 大学院入試問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 大学院入試問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 大学院入試問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 期末試験問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 期末試験問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 期末試験問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 期末試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 学業成績評価シート（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 学業成績評価シート（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 学業成績評価シート（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 学業成績評価シート（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 卒業論文（平成２３年度） 電子科学研究所所長 教員 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 光細胞生理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 研究助成に関する申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 研究助成に関する申請書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 研究助成に関する申請書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 研究助成に関する申請書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 卒業論文・修士論文（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄



電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 卒業論文・修士論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 卒業論文・修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 卒業論文・修士論文（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 学年末・中間試験問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 学年末・中間試験問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 学年末・中間試験問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 生命科学研究部門 生体分子デバイス研究分野 学年末・中間試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 卒業論文・修士論文（平成２４年度） 電子科学研究所長 学生 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 卒業論文・修士論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 学生 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 卒業論文・修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 学生 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 卒業論文・修士論文（平成２7年度） 電子科学研究所長 学生 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 卒業論文・修士論文（平成２7年度） 電子科学研究所長 学生 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 学年末・中間試験問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 学年末・中間試験問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 学年末・中間試験問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 学年末・中間試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 学年末・中間試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２４年） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２５年） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２６年） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２４年） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２５年） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２６年） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２７年） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター グリーンフォトニクス研究分野 外部機関に提出した研究報告書（平成２７年） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 卒業論文・修士論文（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 卒業論文・修士論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 卒業論文・修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 卒業論文・修士論文（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 学年末・中間試験問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 学年末・中間試験問題（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 学年末・中間試験問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 学年末・中間試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 大学院入試問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 科学研究費補助金申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 科学研究費補助金申請書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 科学研究費補助金申請書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 科学研究費補助金報告書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 グリーンナノテクノロジー研究センター 光電子ナノ材料研究分野 科学研究費補助金報告書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター 人間数理研究分野 研究助成金に関する申請書（平成２５年） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター 人間数理研究分野 研究助成金に関する申請書（平成２６年） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２8年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 研究助成に関する報告書（平成２8年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 学年末・中間試験問題（平成２４年度） 電子科学研究所長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 学年末・中間試験問題（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 学年末・中間試験問題（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 学年末・中間試験問題（平成２8年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター データ数理研究分野 卒業論文・修士論文（平成２８年度） 電子科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/4/1 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター 人間数理研究分野 遺伝子組換え生物等処分記録簿　　 電子科学研究所長 教員 2010年度 2011/4/1 実験等終了後5年 未定 紙 実験室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター 知能数理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２５年度） 電子科学研究所長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター 知能数理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２６年度） 電子科学研究所長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター 知能数理研究分野 研究助成に関する申請書（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
電子科学研究所 社会創造数学研究センター 知能数理研究分野 卒業修士論文（平成２７年度） 電子科学研究所長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 電子科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒表面研究部門 Photon Factory 課題申請書（平成２４年５月） 触媒化学研究センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子（PC） 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒表面研究部門 修士論文（平成２４年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒表面研究部門 修士論文（平成２５年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒表面研究部門 卒業論文（平成２４年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒表面研究部門 卒業論文（平成２５年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒表面研究部門 科学研究費申請書（平成２４年度） 触媒化学研究センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒表面研究部門 科学研究費申請書（平成２５年度） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 入学試験関係書類（平成２５年度） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 入学試験関係書類（平成２６年度） 触媒化学研究センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 入学試験関係書類（平成２７年度） 触媒化学研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 入学試験関係書類（平成２８年度） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 教員選考関係書類（平成２６年度） 触媒化学研究センター長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 教員選考関係書類（平成２７年度） 触媒化学研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 教員選考関係書類（平成２８年度） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 3年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄



触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 研究助成申請書（平成２５年度） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 研究助成申請書（平成２６年度） 触媒化学研究センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 研究助成申請書（平成２７年度） 触媒化学研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 卒業論文（平成２５年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 卒業論文（平成２６年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 卒業論文（平成２７年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒理論研究部門 卒業論文（平成２８年度分） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 卒業論文（平成２４年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 卒業論文（平成２５年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 卒業論文（平成２６年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 卒業論文（平成２７年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 卒業論文（平成２８年度分） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 修士論文（平成２４年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 修士論文（平成２５年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 修士論文（平成２６年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 修士論文（平成２７年度分） 触媒化学研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 修士論文（平成２８年度分） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 粉末X線回折装置利用記録簿（平成２８年度分） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 実験室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 液体クロマトグラフ装置利用記録簿（平成２８年度分） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 実験室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 イオンクロマトグラフ装置利用記録簿（平成２８年度分） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 実験室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 蛍光X線分析装置利用記録簿（平成２８年度分） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 実験室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 紫外可視分光計利用記録簿（平成２８年度分） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 実験室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 物質変換研究部門 赤外分光計利用記録簿（平成２８年度分） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 実験室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒材料研究部門 工学部応用化学科卒業論文（平成２４年度） 触媒化学研究センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒材料研究部門 工学部応用化学科卒業論文（平成２５年度） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒材料研究部門 工学部応用化学科卒業論文（平成２６年度） 触媒化学研究センター長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒材料研究部門 工学部応用化学科卒業論文（平成２７年度） 触媒化学研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒材料研究部門 大学院工学研究科有機プロセス工学専攻修士論文（平成２４年度） 触媒化学研究センター長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 触媒材料研究部門 大学院工学研究科有機プロセス工学専攻修士論文（平成２５年度） 触媒化学研究センター長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 光触媒科学研究部門 粉末X線回折装置使用簿 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 光触媒科学研究部門 示差熱天秤装置使用簿 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 1年 2018/4/1 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 高分子機能科学研究部門 学年末・中間試験問題（平成28年度） 触媒化学研究センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 高分子機能科学研究部門 理学部化学科卒業論文（平成28年度） 触媒化学研究センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 高分子機能科学研究部門 理学院大学院入試問題（平成28年度） 触媒化学研究センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 高分子機能科学研究部門 修士論文（平成28年度） 触媒化学研究センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 触媒研究系 高分子機能科学研究部門 研究助成申請書（平成28年度） 触媒化学研究センター長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 実用化推進系 研究開発部門 教員選考関係書類（平成２６年度） 触媒化学研究センター長 教員 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 実用化推進系 研究開発部門 教員選考関係書類（平成２７年度） 触媒化学研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
触媒科学研究所 実用化推進系 研究開発部門 教員選考関係書類（平成２8年度） 触媒科学研究所長 教員 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 教員室 触媒科学研究所長 教員 廃棄
北極域研究センター 研究部 大気圏・水圏研究グループ 各種研究助成金に関する申請書（平成２７年度） 北極域研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 北極域研究センター長 教員 廃棄
北極域研究センター 研究部 大気圏・水圏研究グループ 外部機関に提出した研究報告書（平成２７年度） 北極域研究センター長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 教員室 北極域研究センター長 教員 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学演習林協議会（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学演習林協議会（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学演習林協議会（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学演習林協議会（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学演習林協議会（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学附属農場協議会（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学附属農場協議会（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学附属農場協議会（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学附属農場協議会（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学外会議 全国大学附属農場協議会（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営委員会議事録（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営調整会議（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営調整会議（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営調整会議（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営調整会議（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 運営調整会議（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教授会議議事録（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成１３年） 事務長 庶務担当 2001年 2002/1/1 30年 2031/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成１４年） 事務長 庶務担当 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成１５年） 事務長 庶務担当 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成１６年） 事務長 庶務担当 2004年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成１７年） 事務長 庶務担当 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成１８年） 事務長 庶務担当 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成１９年） 事務長 庶務担当 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成２０年） 事務長 庶務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成２１年） 事務長 庶務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成２２年） 事務長 庶務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成２３年） 事務長 庶務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成２４年） 事務長 庶務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成２５年） 事務長 庶務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成２６年） 事務長 庶務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成２７年） 事務長 庶務担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書収受 文書収受発送簿（海大北科）（平成２８年） 事務長 庶務担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便発送簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便発送簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便発送簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便発送簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便発送簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文責処理 文書発送 郵便料金表示額記録簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄関係（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 財形貯蓄 財形貯蓄記録簿（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業（併任）台帳（平成１３年度） 事務長 庶務担当 2001年度 2002/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業（併任）台帳（平成１４年度） 事務長 庶務担当 2002年度 2003/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業（併任）台帳（平成１５年度） 事務長 庶務担当 2003年度 2004/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成１６年度） 事務長 庶務担当 2004年度 2005/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成１７年度） 事務長 庶務担当 2005年度 2006/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成１８年度） 事務長 庶務担当 2006年度 2007/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成１９年度） 事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成２０年度） 事務長 庶務担当 2008年度 2009/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成２１年度） 事務長 庶務担当 2009年度 2010/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成２２年度） 事務長 庶務担当 2010年度 2011/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成２３年度） 事務長 庶務担当 2011年度 2012/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業台帳（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 一般定期健康診断関係（人間ドックを含む）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 一般定期健康診断関係（人間ドックを含む）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 一般定期健康診断関係（人間ドックを含む）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 一般定期健康診断関係（人間ドックを含む）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 一般定期健康診断関係（人間ドックを含む）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 特別定期健康診断関係（臨時健康診断を含む）（平成２４年度） 事務長 庶務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 特別定期健康診断関係（臨時健康診断を含む）（平成２５年度） 事務長 庶務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 特別定期健康診断関係（臨時健康診断を含む）（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 特別定期健康診断関係（臨時健康診断を含む）（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保健関係 特別定期健康診断関係（臨時健康診断を含む）（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保険 アメリカンファミリーがん保険（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保険 アメリカンファミリーがん保険（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保険 アメリカンファミリーがん保険（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保険 文部省グループ保険（平成２６年度） 事務長 庶務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保険 文部省グループ保険（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保険 文部省グループ保険（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保険 文部省傷害（普通・傷害）保険等（平成２７年度） 事務長 庶務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 保険 文部省傷害（普通・傷害）保険等（平成２８年度） 事務長 庶務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 休暇等使用状況報告書（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 休暇簿（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 休暇簿（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 休暇簿（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 休日の振替通知簿（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 休日の振替通知簿（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 休日の振替通知簿（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 勤務時間報告書（非正規）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 勤務時間報告書（正規職員）（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 勤務時間報告書（正規職員）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 勤務時間報告書（正規職員）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 勤務時間報告書（正規職員）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 勤務時間報告書（正規職員）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 欠勤届（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 欠勤届（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 欠勤届（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 出勤簿（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 出勤簿（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 出勤簿（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 出勤簿（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 出勤簿（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 出勤簿（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 代休日指定簿（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 代休日指定簿（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 代休日指定簿（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 時間外労働管理簿（非正規）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 時間外労働管理簿（非正規）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 時間外労働管理簿（非正規）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 時間外労働管理簿（非正規）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 時間外労働管理簿（正規職員）（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 時間外労働管理簿（正規職員）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 時間外労働管理簿（正規職員）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 時間外労働管理簿（正規職員）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 時間外労働管理簿（正規職員）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 長期病休者等台帳（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 長期病休者等台帳（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 長期病休者等台帳（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 長期病休者等台帳（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 長期病休者等台帳（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 日直割振表（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 病気休暇報告（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 病気休暇報告（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 病気休暇報告（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 病気休暇報告（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 勤務状況等 病気休暇報告（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行・出張依頼関係（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行・出張依頼関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行・出張依頼関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行・出張依頼関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行・出張依頼関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行命令・研修承認申請関係（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行命令・研修承認申請関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行命令・研修承認申請関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行命令・研修承認申請関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 出張・研修等 旅行命令・研修承認申請関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当（非常勤職員）（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当（非常勤職員）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当（非常勤職員）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当（非常勤職員）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当（非常勤職員）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当関係（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当，寒冷地手当関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当（役職段階別加算及び成績率関係）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当（役職段階別加算及び成績率関係）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当（役職段階別加算及び成績率関係）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 期末・勤勉手当（役職段階別加算及び成績率関係）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 児童手当・特例給付等関係（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 児童手当・特例給付等関係（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 児童手当・特例給付等関係（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成２１年度） 事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成２１年度） 事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 諸手当現況届（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 諸手当現況届（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 諸手当現況届（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成２１年度） 事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 単身赴任届・単身赴任手当認定簿（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成２１年度） 事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成２１年度） 事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成２１年度） 事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 各種調査関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 各種調査関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 各種調査関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 教員公募関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 教員公募関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 教員公募関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 教員業績評価（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 教員業績評価（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 教員業績評価（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 教員業績評価（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 勤務評定関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 勤務評定関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 勤務評定関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 研修・講習関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 研修・講習関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 研修・講習関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 公務災害関係（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 公務災害関係（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 公務災害関係（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 公務災害関係（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 公務災害関係（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 公務災害関係（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 公務災害関係（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 公務災害関係（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成２１年度） 事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成２１年度） 事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 職員団体関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 人事に関するヒアリング関係（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 人事に関するヒアリング関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 人事に関するヒアリング関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 人事に関するヒアリング関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 人事に関するヒアリング関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 定員関係（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 定員関係（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 定員関係（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 定員関係（平成１６年度） 事務長 人事担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 定員関係（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 定員関係（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 定員関係（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 定員関係（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 任免・給与関係（定員内職員）（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 任免・給与関係（定員内職員）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 任免・給与関係（定員内職員）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 任免・給与関係（定員内職員）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 任免・給与関係（定員内職員）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 昇給関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 昇給関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 昇給関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 昇給関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 契約職員・短時間勤務職員（任免・給与関係）（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 契約職員・短時間勤務職員（任免・給与関係）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 契約職員・短時間勤務職員（任免・給与関係）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 契約職員・短時間勤務職員（任免・給与関係）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 契約職員・短時間勤務職員（任免・給与関係）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 兼業関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 旧臨時用人（短期賄い業務）（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 旧臨時用人（短期賄い業務）（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 旧臨時用人（短期賄い業務）（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 旧臨時用人（短期賄い業務）（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 旧臨時用人（短期賄い業務）（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 短期支援員（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 短期支援員（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 短期支援員（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 短期支援員（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 リサーチアシスタント（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 リサーチアシスタント（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 リサーチアシスタント（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 リサーチアシスタント（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 外国人研究員関係（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 退職後5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 外国人研究員関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 退職後5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 外国人研究員関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 退職後5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 外国人研究員関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 退職後5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 外国人招へい教員関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 退職後5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 証明書関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 証明書関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 証明書関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 人事関係 証明書関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 センター長候補者選挙関係（平成１３年度） 事務長 人事担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 センター長候補者選挙関係（平成１４年度） 事務長 人事担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 センター長候補者選挙関係（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 センター長候補者選挙関係（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 センター長候補者選挙関係（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 センター長候補者選挙関係（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 センター長候補者選挙関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 センター長候補者選挙関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成１５年度） 事務長 人事担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成１７年度） 事務長 人事担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成１８年度） 事務長 人事担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成１９年度） 事務長 人事担当 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２０年度） 事務長 人事担当 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２１年度） 事務長 人事担当 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２２年度） 事務長 人事担当 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２３年度） 事務長 人事担当 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２４年度） 事務長 人事担当 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２５年度） 事務長 人事担当 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２６年度） 事務長 人事担当 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２７年度） 事務長 人事担当 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 人事 管理運営関係 過半数代表候補者選挙関係（平成２８年度） 事務長 人事担当 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 動物実験委員会（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 動物実験委員会（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 動物実験委員会（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 動物実験委員会（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 動物実験委員会（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 学術情報委員会（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 学術情報委員会（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 学術情報委員会（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 学術情報委員会（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 学術情報委員会（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教育研究計画委員会（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教育研究計画委員会（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教育研究計画委員会（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教育研究計画委員会（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 会議 学内会議 教育研究計画委員会（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 図書業務関係 調査 図書業務関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 図書業務関係 調査 図書業務関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 図書業務関係 調査 図書業務関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 図書業務関係 調査 図書業務関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 図書業務関係 調査 図書業務関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費関係（平成２３年度） 事務長 学術協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 補助金 科学研究費関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 学術研究助成 研究者養成 日本学術振興会（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 共同研究（受入）（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 共同研究（受入）（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 共同研究（受入）（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 共同研究（受入）（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 共同研究（受入）（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（受入）（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（受入）（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（受入）（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（受入）（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 産学官連携 外部資金 受託研究（受入）（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成１３年度） 事務長 学術協力担当 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成１４年度） 事務長 学術協力担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成１５年度） 事務長 学術協力担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成１６年度） 事務長 学術協力担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成１７年度） 事務長 学術協力担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成１８年度） 事務長 学術協力担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成１９年度） 事務長 学術協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成２０年度） 事務長 学術協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成２１年度） 事務長 学術協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成２２年度） 事務長 学術協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成２３年度） 事務長 学術協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 放射線事業 ＲＩ関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 部局間交流事業 部局間交流協定関係（平成１５年度） 事務長 学術協力担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 部局間交流事業 部局間交流協定関係（平成１６年度） 事務長 学術協力担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 部局間交流事業 部局間交流協定関係（平成１７年度） 事務長 学術協力担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 部局間交流事業 部局間交流協定関係（平成１８年度） 事務長 学術協力担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 部局間交流事業 部局間交流協定関係（平成１９年度） 事務長 学術協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 部局間交流事業 部局間交流協定関係（平成２０年度） 事務長 学術協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 部局間交流事業 部局間交流協定関係（平成２１年度） 事務長 学術協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 相互協力事業 相互協力協定関係（平成１６年度） 事務長 学術協力担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 相互協力事業 相互協力協定関係（平成１７年度） 事務長 学術協力担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 相互協力事業 相互協力協定関係（平成１８年度） 事務長 学術協力担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 相互協力事業 相互協力協定関係（平成１９年度） 事務長 学術協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 協定関係 交流協定・相互協力協定（平成２３年度） 事務長 学術協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 協定関係 交流協定・相互協力協定（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 協定関係 交流協定・相互協力協定（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断



北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 協定関係 交流協定・相互協力協定（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 協定関係 交流協定・相互協力協定（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 協定関係 交流協定・相互協力協定（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 連携協定 連携協定関係（平成２３年度） 事務長 学術協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 連携協定 連携協定関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 連携協定 連携協定関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 連携協定 連携協定関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 連携協定 連携協定関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 連携協定 連携協定関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 核燃料物質関係（平成１５年度） 事務長 学術協力担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 核燃料物質関係（平成１６年度） 事務長 学術協力担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 核燃料物質関係（平成１７年度） 事務長 学術協力担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 核燃料物質関係（平成１８年度） 事務長 学術協力担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 核燃料物質関係（平成１９年度） 事務長 学術協力担当 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 核燃料物質関係（平成２０年度） 事務長 学術協力担当 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 核燃料物質関係（平成２１年度） 事務長 学術協力担当 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 核燃料物質関係（平成２２年度） 事務長 学術協力担当 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 国際規制物資・核燃料物質関係（平成２３年度） 事務長 学術協力担当 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 国際規制物資・核燃料物質関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 国際規制物資・核燃料物質関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 国際規制物資・核燃料物質関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 国際規制物資・核燃料物質関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 核燃料物質事業 国際規制物資・核燃料物質関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係 事務長 学術協力担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係（平成２０年度） 事務長 学術協力担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係（平成２１年度） 事務長 学術協力担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係（平成２２年度） 事務長 学術協力担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係（平成２３年度） 事務長 学術協力担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 組換えDNA実験関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 研究協力関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 研究協力関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 研究協力関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 研究協力関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 研究協力関係文書 許認可等 研究協力関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 生物生産研究農場 農場利用申請書（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 生物生産研究農場 農場利用申請書（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 生物生産研究農場 農場利用申請書（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 忍路臨海実験所 忍路臨海実験所利用申請書（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 忍路臨海実験所 忍路臨海実験所利用申請書（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 忍路臨海実験所 忍路臨海実験所利用申請書（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 忍路臨海実験所 １００周年記念関係 事務長 学術協力担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 忍路臨海実験所 忍路臨海実験所関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 忍路臨海実験所 忍路臨海実験所関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 忍路臨海実験所 忍路臨海実験所関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 忍路臨海実験所 忍路臨海実験所関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 忍路臨海実験所 忍路臨海実験所関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究員 研究員関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究員 研究員関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究員 研究員関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究員 研究員関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究員 研究員関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際支援 国際支援課関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際支援 国際支援課関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際支援 国際支援課関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際支援 国際支援課関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際支援 国際支援課関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究生事業 研究生関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究生事業 研究生関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究生事業 研究生関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究生事業 研究生関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 研究生事業 研究生関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際交流 国際連携課関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際交流 国際連携課関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際交流 国際連携課関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際交流 国際連携課関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 国際交流 国際連携課関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 学務 学務部関係（平成２４年度） 事務長 学術協力担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 学務 学務部関係（平成２５年度） 事務長 学術協力担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 学務 学務部関係（平成２６年度） 事務長 学術協力担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 学務 学務部関係（平成２７年度） 事務長 学術協力担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 学務 学務部関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教務関係文書 公開講座 公開講座（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 教育実施 全学教育 全学教育科目関係（平成２８年度） 事務長 学術協力担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター学術協力担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 業務日誌関係 清掃業務日誌（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 光熱費関係 ガスメーター使用量報告書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 その他 光熱費関係 下水道使用量報告書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金債務計上票（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 交付年度終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費実績報告書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入原議書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入原議書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入原議書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入原議書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 外部資金関係 奨学寄附金委任経理金関係 奨学寄付金受入原議書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与関係通知文書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与関係通知文書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与関係通知文書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与関係通知文書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与関係通知文書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の住宅取得等特別控除申告書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与 給与関係 給与所得者の保険料控除兼配偶者特別控除申告書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 給与口座振込及び変更申込書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成１９年度） 事務長 会計担当 2007年度 2008/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２０年度） 事務長 会計担当 2008年度 2009/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２１年度） 事務長 会計担当 2009年度 2010/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 給与関係 給与関係 預金口座振替依頼書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 口座振込終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 契約関係 受託研究実績報告書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 契約関係 受託研究実績報告書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 契約関係 受託研究実績報告書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 契約関係 受託研究実績報告書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 契約関係 受託研究実績報告書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１３年度） 事務長 会計担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１４年度） 事務長 会計担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１５年度） 事務長 会計担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１６年度） 事務長 会計担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１７年度） 事務長 会計担当 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 契約関係文書 予算執行職員の命免関係 予算執行職員の補助者の命免簿（平成１８年度） 事務長 会計担当 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
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北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収書（控）（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収書（控）（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収書（控）（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収書（控）（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 収入金現金出納簿（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 収入金現金出納簿（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 収入金現金出納簿（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 収入金現金出納簿（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 収入金現金出納簿（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 収入金現金出納簿（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 収入金現金出納簿（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿（平成２２年度） 事務長 会計担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿（平成２３年度） 事務長 会計担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 歳入関係 収入関係 領収証書受払簿（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（平成１３年度） 事務長 会計担当 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（平成１４年度） 事務長 会計担当 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿（平成１５年度） 事務長 会計担当 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 基準概算関係 基準概算関係資料原議書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 基準概算関係 基準概算関係資料原議書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 基準概算関係 基準概算関係資料原議書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 予算振替書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算配当関係 当初配当関係資料（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算要求関係 予算要求書（平成２４年度） 事務長 会計担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算要求関係 予算要求書（平成２５年度） 事務長 会計担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算要求関係 予算要求書（平成２６年度） 事務長 会計担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算要求関係 予算要求書（平成２７年度） 事務長 会計担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 予算 予算要求関係 予算要求書（平成２８年度） 事務長 会計担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 概算要求 施設整備費概算要求書（平成１９年度） 事務長 施設担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 概算要求 施設整備費概算要求書（平成２０年度） 事務長 施設担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 概算要求 施設整備費概算要求書（平成２１年度） 事務長 施設担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 概算要求 施設整備費概算要求書（平成２２年度） 事務長 施設担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 概算要求 施設整備費概算要求書（平成２３年度） 事務長 施設担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 照会・回答等文書 その他の文書関係（平成２８年度） 事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 予算要求関係 営繕事業等要求書（平成２４年度） 事務長 施設担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 予算要求関係 営繕事業等要求書（平成２５年度） 事務長 施設担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 予算要求関係 営繕事業等要求書（平成２６年度） 事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 予算要求関係 営繕事業等要求書（平成２７年度） 事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 施設関係 予算要求関係 営繕事業等要求書（平成２８年度） 事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 重要文化財関係 指定・登録関係 登録文化財登録証（平成１３年度） 事務長 施設担当 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 重要文化財関係 指定・登録関係 登録文化財登録証（平成１４年度） 事務長 施設担当 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 重要文化財関係 指定・登録関係 登録文化財登録証（平成１５年度） 事務長 施設担当 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 重要文化財関係 指定・登録関係 登録文化財登録証（平成１６年度） 事務長 施設担当 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 宿舎関係 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成２６年度） 事務長 施設担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 宿舎関係 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成２７年度） 事務長 施設担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 宿舎関係 貸与関係書類 宿舎入居等に関する承認関係書類（平成２８年度） 事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 調査 施設実態 施設実態調査（平成２８年度） 事務長 施設担当 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 役務 札幌市関係 道路占有許可申請書（平成１３年度） 事務長 施設担当 2001年度 2002/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 役務 札幌市関係 道路占有許可申請書（平成１４年度） 事務長 施設担当 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 役務 札幌市関係 道路占有許可申請書（平成１５年度） 事務長 施設担当 2003年度 2004/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 役務 札幌市関係 道路占有許可申請書（平成１６年度） 事務長 施設担当 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 役務 札幌市関係 道路占有許可申請書（平成１７年度） 事務長 施設担当 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 役務 札幌市関係 道路占有許可申請書（平成１８年度） 事務長 施設担当 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２６年） 事務長 植物園事務担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２７年） 事務長 植物園事務担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２８年） 事務長 植物園事務担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２３年） 事務長 植物園事務担当 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２４年） 事務長 植物園事務担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２５年） 事務長 植物園事務担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２６年） 事務長 植物園事務担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２７年） 事務長 植物園事務担当 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２８年） 事務長 植物園事務担当 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２４年度） 事務長 植物園事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２５年度） 事務長 植物園事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２６年度） 事務長 植物園事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２７年度） 事務長 植物園事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２８年度） 事務長 植物園事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２６年度） 事務長 植物園事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２７年度） 事務長 植物園事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２８年度） 事務長 植物園事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２４年度） 事務長 植物園事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２５年度） 事務長 植物園事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２６年度） 事務長 植物園事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２７年度） 事務長 植物園事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２８年度） 事務長 植物園事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２３年度） 事務長 植物園事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２４年度） 事務長 植物園事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２５年度） 事務長 植物園事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２６年度） 事務長 植物園事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２７年度） 事務長 植物園事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２８年度） 事務長 植物園事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成１９年度） 事務長 植物園事務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成２０年度） 事務長 植物園事務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成２１年度） 事務長 植物園事務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成２２年度） 事務長 植物園事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成２３年度） 事務長 植物園事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成２４年度） 事務長 植物園事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成２５年度） 事務長 植物園事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成２６年度） 事務長 植物園事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成２７年度） 事務長 植物園事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 現金収納額報告書（平成２８年度） 事務長 植物園事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成１９年度） 事務長 植物園事務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成２０年度） 事務長 植物園事務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成２１年度） 事務長 植物園事務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成２２年度） 事務長 植物園事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成２３年度） 事務長 植物園事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成２４年度） 事務長 植物園事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成２５年度） 事務長 植物園事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成２６年度） 事務長 植物園事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成２７年度） 事務長 植物園事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 収入金現金出納簿（平成２８年度） 事務長 植物園事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成１９年度） 事務長 植物園事務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成２０年度） 事務長 植物園事務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成２１年度） 事務長 植物園事務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成２２年度） 事務長 植物園事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成２３年度） 事務長 植物園事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成２４年度） 事務長 植物園事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成２５年度） 事務長 植物園事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成２６年度） 事務長 植物園事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成２７年度） 事務長 植物園事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション植物園 収入関係 領収証書受払簿（平成２８年度） 事務長 植物園事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 業務契約関係 森林圏ステーション業務契約関係 実施稟議書（予定価格書添付・売払関係２４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 業務契約関係 森林圏ステーション業務契約関係 実施稟議書（予定価格書添付・売払関係２５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 業務契約関係 森林圏ステーション業務契約関係 実施稟議書（予定価格書添付・売払関係２６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 業務契約関係 森林圏ステーション業務契約関係 実施稟議書（予定価格書添付・売払関係２７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 業務契約関係 森林圏ステーション業務契約関係 実施稟議書（予定価格書添付・売払関係２８年度） 事務長 森林圏管理技術室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 国有財産 森林圏ステーション立木補償費 実施稟議書（立木補償関係、予定価格書添付：平成２４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 国有財産 森林圏ステーション立木補償費 実施稟議書（立木補償関係、予定価格書添付：平成２５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 国有財産 森林圏ステーション立木補償費 実施稟議書（立木補償関係、予定価格書添付：平成２６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 国有財産 森林圏ステーション立木補償費 実施稟議書（立木補償関係、予定価格書添付：平成２７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 国有財産 森林圏ステーション立木補償費 実施稟議書（立木補償関係、予定価格書添付：平成２８年度） 事務長 森林圏管理技術室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 素材生産事業 森林圏ステーション素材生産事業 素材生産報告（関係書類含む）（平成２４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 素材生産事業 森林圏ステーション素材生産事業 素材生産報告（関係書類含む）（平成２５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 素材生産事業 森林圏ステーション素材生産事業 素材生産報告（関係書類含む）（平成２６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 素材生産事業 森林圏ステーション素材生産事業 素材生産報告（関係書類含む）（平成２７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 素材生産事業 森林圏ステーション素材生産事業 素材生産報告（関係書類含む）（平成２８年度） 事務長 森林圏管理技術室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 産物処分簿（素材・平成２４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 産物処分簿（素材・平成２５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 産物処分簿（素材・平成２６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 産物処分簿（素材・平成２７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 産物処分簿（素材・平成２８年度） 事務長 森林圏管理技術室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 収穫簿（Ｂ：素材生産・平成２４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 収穫簿（Ｂ：素材生産・平成２５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 収穫簿（Ｂ：素材生産・平成２６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 収穫簿（Ｂ：素材生産・平成２７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 帳簿類 森林圏ステーション台帳類 収穫簿（Ｂ：素材生産・平成２８年度） 事務長 森林圏管理技術室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２０年度） 事務長 森林圏管理技術室 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２１年度） 事務長 森林圏管理技術室 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２２年度） 事務長 森林圏管理技術室 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２３年度） 事務長 森林圏管理技術室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２８年度） 事務長 森林圏管理技術室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度計画 森林圏ステーション年度計画 年度計画（平成２９年度） 事務長 森林圏管理技術室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成１８年度） 事務長 森林圏管理技術室 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成１９年度） 事務長 森林圏管理技術室 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成２０年度） 事務長 森林圏管理技術室 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成２１年度） 事務長 森林圏管理技術室 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成２２年度） 事務長 森林圏管理技術室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成２３年度） 事務長 森林圏管理技術室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成２４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成２５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成２６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 年度報告 森林圏ステーション年度報告 年度報告（平成２７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成１３年度） 事務長 森林圏管理技術室 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成１４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成１５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成１６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成１７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成１８年度） 事務長 森林圏管理技術室 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成１９年度） 事務長 森林圏管理技術室 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成２０年度） 事務長 森林圏管理技術室 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成２１年度） 事務長 森林圏管理技術室 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成２２年度） 事務長 森林圏管理技術室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成２３年度） 事務長 森林圏管理技術室 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成２４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成２５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成２６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成２７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 文書処理 森林圏ステーション文書収受 文書収受発送簿（林産物）（平成２８年度） 事務長 森林圏管理技術室 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 法令 森林圏ステーションの諸規定等 森林圏ステーション森林管理要項 事務長 森林圏管理技術室 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 法令 森林圏ステーションの諸規定等 森林圏ステーション森林管理要項施行細則 事務長 森林圏管理技術室 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 法令 森林圏ステーションの諸規定等 森林圏ステーション収穫調査要項 事務長 森林圏管理技術室 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 法令 森林圏ステーションの諸規定等 森林圏ステーション林道整備要項 事務長 森林圏管理技術室 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 法令 森林圏ステーションの諸規定等 森林圏ステーション長期観察林要項 事務長 森林圏管理技術室 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 法令 森林圏ステーションの諸規定等 森林圏ステーション演習林研究報告編集要項 事務長 森林圏管理技術室 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 法令 森林圏ステーションの諸規定等 森林圏ステーション運営会議申し合せ 事務長 森林圏管理技術室 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 法令 森林圏ステーションの諸規定等 森林圏ステーション研究会議申し合せ 事務長 森林圏管理技術室 2002年度 2003/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 調査・報告等 森林圏ステーション調査・報告等 北海道林業統計について（平成２３年度） 事務長 森林圏管理技術室 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 調査・報告等 森林圏ステーション調査・報告等 北海道林業統計について（平成２４年度） 事務長 森林圏管理技術室 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 調査・報告等 森林圏ステーション調査・報告等 北海道林業統計について（平成２５年度） 事務長 森林圏管理技術室 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 調査・報告等 森林圏ステーション調査・報告等 北海道林業統計について（平成２６年度） 事務長 森林圏管理技術室 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 調査・報告等 森林圏ステーション調査・報告等 北海道林業統計について（平成２７年度） 事務長 森林圏管理技術室 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成１４年） 事務長 各研究林事務担当 2002年 2003/1/1 30年 2032/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成１５年） 事務長 各研究林事務担当 2003年 2004/1/1 30年 2033/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成１６年） 事務長 各研究林事務担当 2004年 2005/1/1 30年 2034/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成１７年） 事務長 各研究林事務担当 2005年 2006/1/1 30年 2035/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成１８年） 事務長 各研究林事務担当 2006年 2007/1/1 30年 2036/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成１９年） 事務長 各研究林事務担当 2007年 2008/1/1 30年 2037/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成２０年） 事務長 各研究林事務担当 2008年 2009/1/1 30年 2038/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成２１年） 事務長 各研究林事務担当 2009年 2010/1/1 30年 2039/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成２２年） 事務長 各研究林事務担当 2010年 2011/1/1 30年 2040/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成２３年） 事務長 各研究林事務担当 2011年 2012/1/1 30年 2041/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成２４年） 事務長 各研究林事務担当 2012年 2013/1/1 30年 2042/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成２５年） 事務長 各研究林事務担当 2013年 2014/1/1 30年 2043/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成２６年） 事務長 各研究林事務担当 2014年 2015/1/1 30年 2044/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成２７年） 事務長 各研究林事務担当 2015年 2016/1/1 30年 2045/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 文書収受 文書収受発送簿（海大北科北・海大北科雨）（平成２８年） 事務長 各研究林事務担当 2016年 2017/1/1 30年 2046/12/31 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成１９年度） 事務長 各研究林事務担当 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成２０年度） 事務長 各研究林事務担当 2008年度 2009/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成２１年度） 事務長 各研究林事務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成２２年度） 事務長 各研究林事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成２３年度） 事務長 各研究林事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金出納簿（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２２年度） 事務長 各研究林事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２３年度） 事務長 各研究林事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 予算配当関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況 出勤簿（平成２３年） 事務長 各研究林事務担当 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況 出勤簿（平成２４年） 事務長 各研究林事務担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況 出勤簿（平成２５年） 事務長 各研究林事務担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況 出勤簿（平成２６年） 事務長 各研究林事務担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況 出勤簿（平成２７年） 事務長 各研究林事務担当 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況 出勤簿（平成２８年） 事務長 各研究林事務担当 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況 休暇簿（平成２６年） 事務長 各研究林事務担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況 休暇簿（平成２７年） 事務長 各研究林事務担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況 休暇簿（平成２８年） 事務長 各研究林事務担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 免税軽油関係 免税軽油関係（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 免税軽油関係 免税軽油関係（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 免税軽油関係 免税軽油関係（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 免税軽油関係 免税軽油関係（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 免税軽油関係 免税軽油関係（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２３年度） 事務長 各研究林事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 社会保険関係 雇用保険関係（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 4年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 社会保険関係 社会保険関係（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 2年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 公印関係 公印使用簿（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 出張関係 日額旅費命令簿（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 出張関係 日額旅費命令簿（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 出張関係 日額旅費命令簿（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 出張関係 日額旅費命令簿（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏北事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金収納額報告書（平成２２年度） 事務長 各研究林事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金収納額報告書（平成２３年度） 事務長 各研究林事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金収納額報告書（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金収納額報告書（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金収納額報告書（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金収納額報告書（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金収納額報告書（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金領収証書受払簿（平成２２年度） 事務長 各研究林事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金領収証書受払簿（平成２３年度） 事務長 各研究林事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金領収証書受払簿（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金領収証書受払簿（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金領収証書受払簿（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金領収証書受払簿（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金領収証書受払簿（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金出納簿（平成２２年度） 事務長 各研究林事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金出納簿（平成２３年度） 事務長 各研究林事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金出納簿（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金出納簿（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金出納簿（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金出納簿（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金出納簿（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金振込仕訳書（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金振込仕訳書（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金振込仕訳書（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金振込仕訳書（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 現金振込仕訳書（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 預金通帳 事務長 各研究林事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 預金通帳 事務長 各研究林事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 預金通帳 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 預金通帳 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 預金通帳 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 預金通帳 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 収入関係 預金通帳 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２３年） 事務長 各研究林事務担当 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２４年） 事務長 各研究林事務担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２５年） 事務長 各研究林事務担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２６年） 事務長 各研究林事務担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２７年） 事務長 各研究林事務担当 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２８年） 事務長 各研究林事務担当 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２６年） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２７年） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２８年） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 庶務関係 郵便物発送票（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 庶務関係 郵便物発送票（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 庶務関係 郵便物発送票（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 庶務関係 郵便物発送票（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 庶務関係 郵便物発送票（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 宿泊施設関係 宿泊施設利用関係（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 契約関係 年間契約関係（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 出張関係 日額旅費命令簿（平成２４年度） 事務長 各研究林事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 出張関係 日額旅費命令簿（平成２５年度） 事務長 各研究林事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 出張関係 日額旅費命令簿（平成２６年度） 事務長 各研究林事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 出張関係 日額旅費命令簿（平成２７年度） 事務長 各研究林事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 森林圏ステーション各研究林 出張関係 日額旅費命令簿（平成２８年度） 事務長 各研究林事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏南事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 出勤簿（平成２３年） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 出勤簿（平成２４年） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 出勤簿（平成２５年） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 出勤簿（平成２６年） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 出勤簿（平成２７年） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 出勤簿（平成２８年） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 休暇簿（平成２６年） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 休暇簿（平成２７年） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 休暇簿（平成２８年） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２４年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 勤務時間報告書（平成２５年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 勤務時間報告書（平成２６年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 勤務時間報告書（平成２７年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 勤務状況 勤務時間報告書（平成２８年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 文書発送 郵便切手受払簿（平成２５年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 文書発送 郵便切手受払簿（平成２６年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 文書発送 郵便切手受払簿（平成２７年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 文書発送 郵便切手受払簿（平成２８年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 利用申請 実験所宿泊施設利用申込書（平成２４年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 利用申請 実験所宿泊施設利用申込書（平成２５年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 利用申請 実験所宿泊施設利用申込書（平成２６年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 利用申請 実験所宿泊施設利用申込書（平成２７年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 各水圏ステーション実験所（除厚岸） 利用申請 実験所宿泊施設利用申込書（平成２８年度） 事務長 水圏（除厚岸）洞爺臨湖実験所 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各水圏（除厚岸）事務担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２２年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２３年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２６年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２７年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２８年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２３年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２４年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２５年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２６年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２７年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２８年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２３年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２４年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２５年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２６年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２７年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２８年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２２年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２３年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成１９年度） 事務長 専門職員（厚岸臨海実験所担当） 2007年度 2008/4/1 10年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２０年度） 事務長 専門職員（厚岸臨海実験所担当） 2008年度 2009/4/1 10年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２１年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2009年度 2010/4/1 10年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２２年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２３年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 支出関係 現金出納簿（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２６年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２７年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 休暇簿（平成２８年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２３年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２４年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２５年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２６年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２７年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 出勤簿（平成２８年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（定員内） 超過勤務等命令簿（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 休暇簿（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 勤務時間報告書（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２３年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２４年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２５年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２６年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２７年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 勤務状況（非常勤職員関係） 出勤簿（平成２８年） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２２年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２３年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 収入関係 現金収納済額報告書（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 宿泊施設関係 厚岸臨海実験所宿泊施設利用申込書（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 文書発送 郵便切手受払簿（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２４年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２５年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２６年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２７年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 水圏ステーション厚岸臨海実験所 利用申請 厚岸臨海実験所施設利用申込書（平成２８年度） 事務長 厚岸臨海実験所事務担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 安全管理関係 安全教育に関する確認書（平成１６年度） 事務長 専門職員（静内研究牧場担当） 2004年度 2005/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 安全管理関係 安全教育に関する確認書（平成１７年度） 事務長 専門職員（静内研究牧場担当） 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 安全管理関係 安全教育に関する確認書（平成１８年度） 事務長 専門職員（静内研究牧場担当） 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 副総括文書管理者が判断
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 業務日誌関係 清掃作業日誌（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 休暇簿（平成２６年） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年 2015/1/1 3年 2017/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 休暇簿（平成２７年） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年 2016/1/1 3年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 休暇簿（平成２８年） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年 2017/1/1 3年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 休日の振替・代休通知簿（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 出勤簿（平成２３年） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2011年 2012/1/1 7年 2018/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 出勤簿（平成２４年） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年 2013/1/1 7年 2019/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 出勤簿（平成２５年） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年 2014/1/1 7年 2020/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 出勤簿（平成２６年） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年 2015/1/1 7年 2021/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 出勤簿（平成２７年） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年 2016/1/1 7年 2022/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 出勤簿（平成２８年） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年 2017/1/1 7年 2023/12/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 勤務状況 時間外労働命令簿（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 契約関係 契約締結伺（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 契約関係 契約締結伺（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 契約関係 契約締結伺（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 契約関係 契約締結伺添付の予定価額書（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 3年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 契約関係 契約締結伺添付の予定価額書（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 3年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 契約関係 契約実施稟議書（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 3年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金出納簿（平成２２年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金出納簿（平成２３年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金出納簿（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金出納簿（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金出納簿（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金出納簿（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金出納簿（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書原符（平成２２年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書原符（平成２３年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書原符（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書原符（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書原符（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書原符（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書原符（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２２年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２３年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 収入関係 現金領収証書用紙受払簿（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 宿泊施設関係 宿泊施設利用申込（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 宿泊施設関係 宿泊施設利用申込（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 宿泊施設関係 宿泊施設利用申込（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄



北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 宿泊施設関係 宿泊施設利用申込（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 宿泊施設関係 宿泊施設利用申込（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 出張報告書（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 出張報告書（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 出張報告書（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 出張報告書（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 出張報告書（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 旅行命令申請書（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 旅行命令申請書（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 旅行命令申請書（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 旅行命令申請書（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 出張関係 旅行命令申請書（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 自動車運行関係 公用車運転日誌（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 1年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 その他の報告書 地下タンク漏洩検査実施結果報告書（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 その他の報告書 地下タンク漏洩検査実施結果報告書（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 その他の報告書 地下タンク漏洩検査実施結果報告書（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 その他の報告書 地下タンク漏洩検査実施結果報告書（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 その他の報告書 地下タンク漏洩検査実施結果報告書（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 文書発送 郵便切手受払簿（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 文書発送 郵便切手受払簿（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 文書発送 郵便切手受払簿（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 文書発送 郵便切手受払簿（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 文書発送 郵便切手受払簿（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 免税軽油関係 免税軽油（平成２４年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 免税軽油関係 免税軽油（平成２５年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 免税軽油関係 免税軽油（平成２６年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 免税軽油関係 免税軽油（平成２７年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 免税軽油関係 免税軽油（平成２８年度） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 社会保険関係 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 4年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 社会保険関係 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 4年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 社会保険関係 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 4年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 社会保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2013年度 2014/4/1 4年 2018/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 社会保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2015年度 2016/4/1 4年 2020/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
北方生物圏フィールド科学センター事務部 耕地圏ステーション静内研究牧場 社会保険関係 雇用保険被保険者離職証明書（事業主控） 事務長 係長（静内研究牧場担当） 2016年度 2017/4/1 4年 2021/3/31 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター静内研究牧場事務担当 廃棄
農学研究科・農学部事務部 附属植物園 交流協定 交流協定書 事務長 附属植物園事務担当 1995年度 1995/4/1 常用 未定 紙 事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター植物園事務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 育苗台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 橋梁台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 極印授受簿 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 極印台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 建造物台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 更新台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 試験林台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 種子台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 森林保全台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 長期観察林台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 林地保全台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 林道台帳 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 帳簿類 台帳類 林班沿革簿 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 フィールド管理業務 保安林指定等 砂防指定地に関する書類（昭和４６年～平成１２年度） 事務長 統括技術室 1971年 1972/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 フィールド管理業務 保安林指定等 資源保護水面および保護水産動物の指定（昭和４５年～平成１２年度） 事務長 統括技術室 1970年 1971/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 フィールド管理業務 保安林指定等 水源涵養保安林（平成１２年～平成１２年度） 事務長 統括技術室 2000年 2001/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 フィールド管理業務 保安林指定等 地すべり指定地に関する書類（昭和４２年～平成１２年度） 事務長 統括技術室 1967年 1968/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 フィールド管理業務 保安林指定等 鳥獣保護区に関する書類（昭和６０年～平成１２年度） 事務長 統括技術室 1985年 1986/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 フィールド管理業務 保安林指定等 土砂流失防備保安林（昭和５０年～平成１２年度） 事務長 統括技術室 1975年 1976/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 フィールド管理業務 保安林指定等 北海道内水面漁業調製規則（昭和３９年） 事務長 統括技術室 1964年 1964/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 作業道整備指針 事務長 森林保全技術班 1940年度 1941/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 自動車道整備指針 事務長 森林保全技術班 1940年度 1941/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 地方演習林被服貸与基準表 事務長 統括技術室 1996年度 1997/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 地方演習林被服貸与基準表 事務長 統括技術室 1996年度 1997/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 歩道整備指針 事務長 森林保全技術班 1940年度 1941/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 防火線整備指針 事務長 森林保全技術班 1940年度 1941/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林技術職員組織内規 事務長 統括技術室 1998年度 1999/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林技術職員組織内規 事務長 統括技術室 1998年度 1999/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林収穫調査要項 事務長 統括技術室 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林収穫調査要項 事務長 統括技術室 1969年度 1970/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林森林情報システムに関する要項 事務長 統括技術室 1990年度 1991/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林森林情報システムに関する要項 事務長 統括技術室 1990年度 1991/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林森林保全要項 事務長 統括技術室 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林森林保全要項 事務長 統括技術室 1969年度 1970/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林森林保全要項施行細則 事務長 統括技術室 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林森林保全要項施行細則 事務長 統括技術室 1969年度 1970/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林長期観察林調査要項 事務長 統括技術室 1984年度 1985/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林長期観察林調査要項 事務長 統括技術室 1984年度 1985/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林林道整備要項 事務長 統括技術室 1985年度 1986/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 法令 演習林の諸規程等 北海道大学農学部附属演習林林道整備要項 事務長 統括技術室 1985年度 1986/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 地図・図面 演習林の地図 基本図（地方演習林） 事務長 統括技術室 1968年 1969/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 地図・図面 演習林の地図 経営図（地方演習林） 事務長 統括技術室 1963年 1964/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 地図・図面 演習林の地図 地形図（地方演習林） 事務長 統括技術室 1954年 1955/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 地図・図面 演習林の地図 地質図（業務資料６号付図） 事務長 統括技術室 1962年 1963/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 地図・図面 演習林の地図 土壌図（業務資料６号付図） 事務長 統括技術室 1962年 1963/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 地図・図面 演習林の地図 林相図（地方演習林） 事務長 統括技術室 1931年 1932/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 収穫調査 収穫調査 極印の種類及び形式（昭和４４年度～） 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断



農学部附属演習林事務部 長期計画 演習林長期計画 演習林将来計画 事務長 統括技術室 1966年度 1967/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 長期計画 演習林長期計画 経営案 事務長 森林保全技術班 1964年度 1965/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 長期計画 演習林長期計画 施業案 事務長 森林保全技術班 1910年度 1911/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 長期計画 演習林長期計画 森林調査簿 事務長 森林保全技術班 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 長期計画 演習林長期計画 森林調査簿 事務長 森林保全技術班 1995年度 1996/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 長期計画 演習林長期計画 長期計画 事務長 森林保全技術班 1995年度 1996/4/1 常用 未定 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 長期計画 演習林長期計画 長期計画 事務長 森林保全技術班 1995年度 1996/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（林産物）（昭和４５年度～平成１２年度） 事務長 森林保全技術班 1970年度 1971/4/1 60年 2031/3/31 紙 森林圏管理技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
農学部附属演習林事務部 物品関係 帳票関係 物品管理簿 事務長 会計担当 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター会計担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会計関係 帳票関係 物品管理簿 事務長 各地方演習林事務掛 1949年度 1950/4/1 常用 未定 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（昭和６２年） 事務長 各地方演習林事務掛 1987年 1988/1/1 30年 2017/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（昭和６３年） 事務長 各地方演習林事務掛 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成元年） 事務長 各地方演習林事務掛 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成２年） 事務長 各地方演習林事務掛 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成３年） 事務長 各地方演習林事務掛 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成４年） 事務長 各地方演習林事務掛 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成５年） 事務長 各地方演習林事務掛 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成６年） 事務長 各地方演習林事務掛 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成７年） 事務長 各地方演習林事務掛 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成８年） 事務長 各地方演習林事務掛 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成９年） 事務長 各地方演習林事務掛 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成１０年） 事務長 各地方演習林事務掛 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成１１年） 事務長 各地方演習林事務掛 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 庶務関係 文書収受 文書収受発送簿（海大演○）（平成１２年） 事務長 各地方演習林事務掛 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 各研究林事務室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林事務係・専門職員 廃棄
農学部附属演習林事務部 収穫調査 収穫調査 樹高標準地野帳（附属書類含む）（昭和４４年度～） 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 収穫調査 収穫調査 立木調査野帳（附属書類含む）（昭和４４年度～昭和５８年度） 事務長 森林保全技術班 1969年度 1970/4/1 常用 未定 紙 各研究林技術室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 収穫調査 収穫調査 立木調査野帳（附属書類含む）（昭和５８年度～） 事務長 森林保全技術班 1970年度 1971/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター各研究林担当技術班 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和６２年度） 事務長 施設担当 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（昭和６３年度） 事務長 施設担当 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成元年度） 事務長 施設担当 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成２年度） 事務長 施設担当 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成３年度） 事務長 施設担当 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成４年度） 事務長 施設担当 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成５年度） 事務長 施設担当 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成６年度） 事務長 施設担当 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成７年度） 事務長 施設担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成８年度） 事務長 施設担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成９年度） 事務長 施設担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成１０年度） 事務長 施設担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成１１年度） 事務長 施設担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 国有財産（土地）境界査定関係綴（平成１２年度） 事務長 施設担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（昭和５８年度） 事務長 施設担当 1983年度 1984/4/1 30年 2034/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（昭和６２年度） 事務長 施設担当 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（昭和６３年度） 事務長 施設担当 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成元年度） 事務長 施設担当 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成２年度） 事務長 施設担当 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成３年度） 事務長 施設担当 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成４年度） 事務長 施設担当 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成５年度） 事務長 施設担当 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成６年度） 事務長 施設担当 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成７年度） 事務長 施設担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成８年度） 事務長 施設担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成９年度） 事務長 施設担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成１０年度） 事務長 施設担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成１１年度） 事務長 施設担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の管理 登記に関する書類綴（平成１２年度） 事務長 施設担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和６２年度） 事務長 施設担当 1987年度 1988/4/1 30年 2018/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（昭和６３年度） 事務長 施設担当 1988年度 1989/4/1 30年 2019/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成元年度） 事務長 施設担当 1989年度 1990/4/1 30年 2020/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成２年度） 事務長 施設担当 1990年度 1991/4/1 30年 2021/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成３年度） 事務長 施設担当 1991年度 1992/4/1 30年 2022/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成４年度） 事務長 施設担当 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成５年度） 事務長 施設担当 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成６年度） 事務長 施設担当 1994年度 1995/4/1 30年 2025/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成７年度） 事務長 施設担当 1995年度 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成８年度） 事務長 施設担当 1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成９年度） 事務長 施設担当 1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成１０年度） 事務長 施設担当 1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成１１年度） 事務長 施設担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産の取得・管理・処分関係 国有財産の取得・処分 国有財産増減異動関係綴（平成１２年度） 事務長 施設担当 2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 国有財産台帳及び附属図面類 法定帳簿 国有財産台帳綴（副本）（昭和４５年度～平成１２年度） 事務長 施設担当 1970年度 1971/4/1 60年 2031/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 重要文化財関係 指定・登録関係 登録文化財関係書類（平成１１年度） 事務長 施設担当 1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター施設担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（昭和６１年度） 事務長 庶務担当 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（昭和６１年度） 事務長 庶務担当 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（昭和６２年度） 事務長 庶務担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（昭和６４年度） 事務長 庶務担当 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成元年度） 事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成２年度） 事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成３年度） 事務長 庶務担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成４年度） 事務長 庶務担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成５年度） 事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成６年度） 事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断



農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成７年度） 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成８年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成９年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成１０年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成１１年度） 事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営委員会議事録（平成１２年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（昭和６２年度） 事務長 庶務担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（昭和６３年度） 事務長 庶務担当 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成元年度） 事務長 庶務担当 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成２年度） 事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成３年度） 事務長 庶務担当 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成４年度） 事務長 庶務担当 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成５年度） 事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成６年度） 事務長 庶務担当 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成７年度） 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成８年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成９年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成１０年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成１１年度） 事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 会議 学内会議 演習林運営協議会議事録（平成１２年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（昭和６２年） 事務長 庶務担当 1987年 1988/1/1 30年 2017/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（昭和６３年） 事務長 庶務担当 1988年 1989/1/1 30年 2018/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成元年） 事務長 庶務担当 1989年 1990/1/1 30年 2019/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成２年） 事務長 庶務担当 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成３年） 事務長 庶務担当 1991年 1992/1/1 30年 2021/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成４年） 事務長 庶務担当 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成５年） 事務長 庶務担当 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成６年） 事務長 庶務担当 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成７年） 事務長 庶務担当 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成８年） 事務長 庶務担当 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成９年） 事務長 庶務担当 1997年 1998/1/1 30年 2027/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成１０年） 事務長 庶務担当 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成１１年） 事務長 庶務担当 1999年 2000/1/1 30年 2029/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大演）（平成１２年） 事務長 庶務担当 2000年 2001/1/1 30年 2030/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 資料 演習林の資料 演習林６０年の歩み 事務長 統括技術室 1963年 1964/1/1 常用 2031/12/31 紙 演習林資料室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 資料 演習林の資料 演習林業務資料（第１号-第２４号） 事務長 統括技術室 1954年度 1955/4/1 常用 未定 紙 演習林資料室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 資料 演習林の資料 演習林試験年報（第１号-第１６号） 事務長 統括技術室 1983年度 1984/4/1 常用 未定 紙 演習林資料室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 資料 演習林の資料 演習林年度報告（第１７号～第１９号） 事務長 統括技術室 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 演習林資料室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 資料 演習林の資料 気象月報 事務長 統括技術室 1956年 1957/1/1 常用 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 資料 演習林の資料 気象月報 事務長 統括技術室 1956年 1957/1/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 資料 演習林の資料 北大演習林８０年 事務長 統括技術室 1981年 1982/1/1 常用 未定 紙 演習林資料室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 資料 演習林の資料 北方森林保全技術（第１７号～第１９号） 事務長 統括技術室 1999年度 2000/4/1 常用 未定 紙 演習林資料室 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 森林情報システム 森林情報システム 収穫調査プログラム 事務長 森林保全技術班 1987年度 1988/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
農学部附属演習林事務部 森林情報システム 森林情報システム 森林情報システム 事務長 森林保全技術班 1985年度 1986/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
農学部附属演習林事務部 森林情報システム 森林情報システム 長期観察林プログラム 事務長 森林保全技術班 1999年度 2000/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
農学部附属演習林事務部 森林情報システム 森林情報システム 年度報告プログラム 事務長 森林保全技術班 1985年度 1986/4/1 要件を具備しなくなってから3年 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 廃棄
農学部附属演習林事務部 森林情報システム 森林情報システム 木材販売プログラム 事務長 森林保全技術班 1988年度 1989/4/1 常用 未定 電子 共有サーバー内 事務長 北方生物圏フィールド科学センター森林圏管理技術室 副総括文書管理者が判断
農学部附属演習林事務部 人事 公務災害 公務災害関係（平成１０年度） 事務長 人事担当 1998年度 1999/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 人事 諸手当 児童手当・特例給付（平成５年度～平成１２年度） 事務長 人事担当 1993年度 1994/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（非常勤職員）（平成５年度～平成１２年度） 事務長 人事担当 1993年度 1994/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 人事 諸手当 住居届・住居手当認定簿（平成５年度～平成１２年度） 事務長 人事担当 1993年度 1994/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員）（平成５年度～平成１２年度） 事務長 人事担当 1993年度 1994/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 人事 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿（平成５年度～平成１２年度） 事務長 人事担当 1993年度 1994/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 人事 諸手当 扶養親族届・扶養手当認定簿（平成５年度～平成１２年度） 事務長 人事担当 1993年度 1994/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属演習林事務部 人事 職員団体 職員団体関係（平成７年度～平成１２年度） 事務長 人事担当 1995年度 1996/4/1 35年 2031/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 会議 場内会議 農場運営委員会議事録（平成１０年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 32年 2031/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 会議 場内会議 農場運営委員会議事録（平成７年度～平成９年度） 事務長 庶務担当 1995年度 1996/4/1 32年 2028/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 会議 場内会議 農場運営委員会議事録（平成５年度～平成６年度） 事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 30年 2024/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 会議 場内会議 農場運営委員会議事録（平成４年度） 事務長 庶務担当 1992年度 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 会議 場内会議 農場運営委員会議事録（平成元年～平成３年） 事務長 庶務担当 1989年 1990/1/1 32年 2021/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 会議 場内会議 農場運営委員会議事録（昭和５８～昭和６３年） 事務長 庶務担当 1983年 1984/1/1 35年 2018/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成１１年～平成１２年） 事務長 庶務担当 1999年 2000/1/1 31年 2030/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成１０年） 事務長 庶務担当 1998年 1999/1/1 30年 2028/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成９年～平成１０年） 事務長 庶務担当 1997年 1998/1/1 31年 2027/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成９年） 事務長 庶務担当 1997年 1998/1/1 30年 2028/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成８年～平成９年） 事務長 庶務担当 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成８年） 事務長 庶務担当 1996年 1997/1/1 30年 2026/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成７年）No１ 事務長 庶務担当 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成７年）No２ 事務長 庶務担当 1995年 1996/1/1 30年 2025/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成６年）No１ 事務長 庶務担当 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成６年）No２ 事務長 庶務担当 1994年 1995/1/1 30年 2024/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成５年）No１ 事務長 庶務担当 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成５年）No２ 事務長 庶務担当 1993年 1994/1/1 30年 2023/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成４年）No１ 事務長 庶務担当 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成４年）No２ 事務長 庶務担当 1992年 1993/1/1 30年 2022/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成２年）No１ 事務長 庶務担当 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 文書処理 文書収受 文書収受発送簿（海大場）（平成２年）No２ 事務長 庶務担当 1990年 1991/1/1 30年 2020/12/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター庶務担当 廃棄
農学部附属農場事務部 その他 その他人事 財形関係（写）（平成１１年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1999年度 2000/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 その他 その他人事 財形関係（写）（平成５年度～平成１０年度） 事務長 庶務担当 1998年度 1999/4/1 解約等から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 勤務状況 併任・兼業関係（平成１２年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 勤務状況 併任・兼業関係（平成２年度～平成１１年度） 事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 勤務状況 兼業（併任）台帳（昭和５７年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1982年度 1983/4/1 兼業終了後3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄



農学部附属農場事務部 人事 手当関係 扶養親族届（平成９年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 手当関係 扶養手当認定簿（平成９年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 手当関係 住居届（平成８年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 手当関係 住居手当認定簿（平成８年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1996年度 1997/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 手当関係 通勤届・認定簿（平成９年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 手当関係 単身赴任手当（平成２年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 要件を具備しなくなってから5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 手当関係 児童手当関係（平成５年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1993年度 1994/4/1 支給事由消滅から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 人事関係 農場定員関係（昭和４６年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1971年度 1972/4/1 60年 2032/3/31 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成１１年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 2000年度 2001/4/1 完結の日から3年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 人事関係 災害補償関係（平成９年度～平成１０年度） 事務長 庶務担当 1997年度 1998/4/1 完結の日から4年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄
農学部附属農場事務部 人事 人事関係 災害補償記録簿、福祉施設記録簿（平成２年度～平成１２年度） 事務長 庶務担当 1990年度 1991/4/1 完結の日から5年 未定 紙 書庫 事務長 北方生物圏フィールド科学センター人事担当 廃棄

大学文書館 会議 館内会議 大学文書館専門委員会（平成２２年度） 大学文書館長 教員 2010年度 2011/4/1 5年 2021/3/31 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 廃棄

当初の保存
期間満了日：
2016年3月
31日　延長
期間：5年

大学文書館 会議 館内会議 大学文書館専門委員会（平成２３年度） 大学文書館長 教員 2011年度 2012/4/1 5年 2022/3/31 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 廃棄

当初の保存
期間満了日：
2017年3月
31日　延長
期間：5年

大学文書館 会議 館内会議 大学文書館専門委員会（平成２４年度） 大学文書館長 教員 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 廃棄
大学文書館 会議 館内会議 大学文書館専門委員会（平成２５年度） 大学文書館長 教員 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 廃棄
大学文書館 会議 館内会議 大学文書館専門委員会（平成２６年度） 大学文書館長 教員 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 廃棄
大学文書館 会議 館内会議 大学文書館専門委員会（平成２７年度） 大学文書館長 教員 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 廃棄
大学文書館 会議 館内会議 大学文書館専門委員会（平成２８年度） 大学文書館長 教員 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 廃棄
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成１７年度） 大学文書館長 教員 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成１８年度） 大学文書館長 教員 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成１９年度） 大学文書館長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成２０年度） 大学文書館長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成２１年度） 大学文書館長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成２２年度） 大学文書館長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成２３年度） 大学文書館長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成２４年度） 大学文書館長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成２５年度） 大学文書館長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成２６年度） 大学文書館長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学内資料 移管資料関係（平成２７年度） 大学文書館長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成１７年度） 大学文書館長 教員 2005年度 2006/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成１８年度） 大学文書館長 教員 2006年度 2007/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成１９年度） 大学文書館長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成２０年度） 大学文書館長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成２１年度） 大学文書館長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成２２年度） 大学文書館長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成２３年度） 大学文書館長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成２４年度） 大学文書館長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成２５年度） 大学文書館長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成２６年度） 大学文書館長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 受入関係 学外資料 寄贈資料関係（平成２７年度） 大学文書館長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断

大学文書館 受入関係 資料 受入資料関係（平成２８年度） 大学文書館長 教員 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 利用関係 閲覧・複写・掲載・展示等 資料利用関係（平成１９年度） 大学文書館長 教員 2007年度 2008/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 利用関係 閲覧・複写・掲載・展示等 資料利用関係（平成２０年度） 大学文書館長 教員 2008年度 2009/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 利用関係 閲覧・複写・掲載・展示等 資料利用関係（平成２１年度） 大学文書館長 教員 2009年度 2010/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 利用関係 閲覧・複写・掲載・展示等 資料利用関係（平成２２年度） 大学文書館長 教員 2010年度 2011/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 利用関係 閲覧・複写 資料利用関係（平成２３年度） 大学文書館長 教員 2011年度 2012/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 利用関係 閲覧・複写 資料利用関係（平成２４年度） 大学文書館長 教員 2012年度 2013/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 利用関係 閲覧・複写 資料利用関係（平成２５年度） 大学文書館長 教員 2013年度 2014/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 利用関係 閲覧・複写 資料利用関係（平成２６年度） 大学文書館長 教員 2014年度 2015/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館 利用関係 閲覧・複写 資料利用関係（平成２７年度） 大学文書館長 教員 2015年度 2016/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断

大学文書館 利用関係 閲覧・複写 資料利用関係（平成２８年度） 大学文書館長 教員 2016年度 2017/4/1 常用 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断

大学文書館 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 施設指定関係（平成２８年度）1 大学文書館長 教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断

大学文書館 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 施設指定関係（平成２８年度）２ 大学文書館長 教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断

大学文書館 設置・改廃・諸届 研究科等の設置・改廃 施設指定関係（平成２８年度）３ 大学文書館長 教員 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 大学文書館事務室 大学文書館長 教員 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２４年度）1／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２４年度）２／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２４年度）３／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２５年度）１／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２５年度）２／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２５年度）３／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２６年度）１／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２６年度）２／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２６年度）３／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２７年度）１／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２７年度）２／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２７年度）３／３ 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄



大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２８年度）１／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２８年度）２／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２８年度）３／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館（平成２８年度）４／４ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 その他 その他 大学文書館沿革 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 経理関係 科学研究費関係 大学文書館科学研究費補助金（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 経理関係 科学研究費関係 大学文書館科学研究費補助金（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 経理関係 科学研究費関係 大学文書館科学研究費補助金（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 経理関係 科学研究費関係 大学文書館科学研究費補助金（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 経理関係 科学研究費関係 大学文書館科学研究費補助金（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 経理関係 奨学寄附金関係 大学文書館新渡戸基金研究助成（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 経理関係 奨学寄附金関係 大学文書館新渡戸基金研究助成（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 経理関係 奨学寄附金関係 大学文書館新渡戸基金研究助成（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 保管庫No.２３ 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2009年度 2010/4/1 7年 2017/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2010年度 2011/4/1 7年 2018/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 7年 2019/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 7年 2020/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 7年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 科学研究費補助金債務計上票（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2016年度 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 大学文書館物品購入（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会計関係文書 取引に関する書類 大学文書館物品購入（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２３年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 5年 2017/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２４年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 5年 2018/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２５年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 5年 2019/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２６年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 5年 2020/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２７年度） 総務企画部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 大学文書館事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 人事・勤務 勤務状況 大学文書館人事関係（平成２８年度） 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 事務室 総務企画課総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成１７年度） 総務部総務課長 総務課企画係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成１８年度） 総務部総務課長 総務課企画係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成１９年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成２０年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成２１年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成２２年度） 総務部総務課長 総務課企画担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成２３年度） 総務部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成２４年度） 総務部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成２５年度） 総務部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成２６年度） 総務部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成２７年度） 総務部総務課長 総務課文書・情報公開・個人情報担当 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 大学文書館運営委員会（平成２８年度） 総務部総務課長 総務課文書情報管理担当 2016年度 2017/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 副総括文書管理者が判断
大学文書館事務 会議 学内会議 文書館書架仕様策定委員会（平成２７年度） 総務部総務課長 総務課文書情報管理担当 2015年度 2016/4/1 5年 2021/3/31 紙 事務室 総務企画部総務課長 総務課文書情報管理担当 廃棄

大学文書館公文書室 文書処理 文書収受 指令番号簿（昭和６１年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1986年 1987/1/1 30年 2017/12/31 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 文書処理 文書収受 指令番号簿（昭和６２年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1987年 1988/1/1 30年 2017/12/31 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター 量子集積エレクトロニクス研究センター教官会議議事録（平成２５年度） センター長 センター長 2013年度 2014/4/1 3年 2018/3/31 電子（CD)
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 大学院教育検討ＷＧ（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 5年 2018/3/31 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 大学院専門委員会（平成２３年度） 学務部教務課長 教務課大学院担当 2011年度 2012/4/1 5年 2018/3/31 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 訴訟 訴訟 証拠保全（昭和５４年１０月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1979年度 1980/4/1 事件終了後30年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 訴訟 訴訟 証拠保全（昭和５７年１１月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1982年度 1983/4/1 事件終了後30年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 訴訟 訴訟 訴訟（昭和４６年８月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1971年度 1972/4/1 事件終了後30年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 訴訟 訴訟 訴訟（昭和５３年６月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1971年度 1972/4/1 事件終了後30年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 訴訟 訴訟 訴訟（昭和５２年１１月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1977年度 1978/4/1 事件終了後30年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 訴訟 訴訟 訴訟（昭和５２年１２月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1977年度 1978/4/1 事件終了後30年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 訴訟 訴訟 訴訟（昭和５２年８月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1977年度 1978/4/1 事件終了後30年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 訴訟 訴訟 訴訟（昭和５５年７月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1980年度 1981/4/1 事件終了後30年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 訴訟 訴訟 訴訟（昭和６１年５月） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1986年度 1987/4/1 事件終了後30年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 実験終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１7年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 実験終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 実験終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成１9年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 実験終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 実験終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 許認可等 組換えＤＮＡ実験（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 実験終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 公印 公印 公印簿副本（昭和２２年～昭和６２年） 総務部総務課長 総務課総務掛 1947年度 1948/4/1 常用 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 広報情報調査室 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 広報情報調査室 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学部内会議 広報・ＰＲ委員会（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 広報情報調査室 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間が終了するまで 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 評議会議事録（昭和５６年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 評議会議事録（昭和５７年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 評議会議事録（昭和５８年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 評議会議事録（昭和５９年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 評議会議事録（昭和６０年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 評議会議事録（昭和６１年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 評議会議事録（昭和６２年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（昭和５６年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（昭和５７年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（昭和５８年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（昭和５９年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（昭和６０年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（昭和６１年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 部局長連絡会議議事要旨（昭和６２年度） 総務部総務課長 総務課総務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 総長選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係書類 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1979年 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 総長選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係書類 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1981年 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 総長選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係書類 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1985年 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 総長選挙 総長選挙 総長候補者選挙関係書類 庶務部人事課長 人事課第一任用掛 1987年 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和４７年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1972年 1973/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和４８年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1973年 1974/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和４９年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1974年 1975/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５０年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1975年 1976/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５１年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1976年 1977/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1977年 1978/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1978年 1979/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５４年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1979年 1980/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５５年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1980年 1981/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５６年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1981年 1982/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５７年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1982年 1983/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５８年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1983年 1984/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和５９年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1984年 1985/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和６０年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1985年 1986/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和６１年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1986年 1987/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 規程等の制定・改廃（昭和６２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1987年 1988/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和５４年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1979年 1980/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和５５年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1980年 1981/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和５６年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1981年 1982/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和５７年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1982年 1983/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和５８年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1983年 1984/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和５９年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1984年 1985/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和６０年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1985年 1986/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和６１年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1986年 1987/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 内規等の制定・改廃（昭和６２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1987年 1988/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和５２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1977年 1978/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和５３年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1978年 1979/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和５４年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1979年 1980/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和５５年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1980年 1981/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和５６年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1981年 1982/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和５７年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1982年 1983/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和５８年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1983年 1984/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和５９年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1984年 1985/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和６０年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1985年 1986/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和６１年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1986年 1987/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令 本学の規程等 北海道大学例規集追録（昭和６２年） 総務企画部総務課長 総務課法規・調査掛 1987年 1988/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 本学の資料 北海道大学概要（昭和６０年度） 総務部広報課長 広報室広報・渉外係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（昭和５５年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（昭和５６年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（昭和５７年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（昭和５８年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（昭和５９年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（昭和６０年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（昭和６１年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授候補者一覧（昭和６２年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（昭和５５年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（昭和５６年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（昭和５７年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（昭和５８年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（昭和５９年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（昭和６０年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（昭和６１年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 名誉教授推薦に関する調書（昭和６２年度） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 歴代名誉教授一覧（昭和１６年～） 総務部人事課長 人事課第一任用掛 1941年度 1942/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成１６～１７年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成１８年度１） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成１８年度２） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成１９年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成２０年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成２０年度）２ 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成２３年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成２４年度） 総務企画部企画課長
総務企画部
企画課組織
整備担当

2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

概算要求事項の弾力化関係 企画室長
企画室組織
改革担当

2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

附属病院に関する各種申請・届出書類（平成１１～１８年度） 総務課長
総務課組織
改革担当

1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

保険医療機関の切替指定（高度先進医療承認申請を含む） 庶務課長
庶務課企画
掛

1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 調査 調査 国立大学の講座及び学科目調査関係（平成１５年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備係

2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成２１年度） 企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
附属病院に係る申
請・届出

北海道大学病院申請関係（平成２２年度） 企画部企画調整課長
企画部企画
調整課組織
整備担当

2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

大学設置等関係（平成７年度） 庶務課長
庶務課企画
掛

1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

大学設置等関係（平成８年度） 総務課長
総務課企画
掛

1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置・改廃・諸届
研究科等の設置・
改廃

大学設置等関係（平成９年度） 総務課長
総務課企画
掛

1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの Hi-System登録データ（研究者／企業）（平成２３年度） 人材育成本部長 S-cubic 2011年度 2012/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの Hi-System登録データ（研究者／企業）（平成２４年度） 人材育成本部長 S-cubic 2012年度 2013/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの Hi-System登録データ（研究者／企業）（平成２５年度） 人材育成本部長 S-cubic 2013年度 2014/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの Hi-System登録データ（研究者／企業）（平成２６年度） 人材育成本部長 S-cubic 2014年度 2015/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 S-cubicの活動記録に関するもの Hi-System登録データ（研究者／企業）（平成２７年度） 人材育成本部長 S-cubic 2015年度 2016/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成１８年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成１９年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成２０年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成２１年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 環境報告書（平成２２年度） サステイナブルキャンパス推進本部長 施設部環境配慮促進課 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和４７年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和４８年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和４９年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５０年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５１年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５２年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５３年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５４年度） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５５年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５６年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５７年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５８年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和５９年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和６０年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和６１年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文概要関係（昭和６２年度） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（昭和３８年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1963年度 1964/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（昭和３９年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1964年度 1965/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（昭和４０年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1965年度 1966/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（昭和５１年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 名誉学位に関するもの 名誉学位関係（昭和５２年度） 国際企画課長 国際交流課・国際企画掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（１９７２年１２月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（１９７６年９月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（１９８２年６月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（１９８３年１月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（１９８６年１２月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国際交流関係文書 大学間交流協定 大学間交流協定書関係（１９８７年４月） 国際企画課長 国際交流課・人物交流担当 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９６１－１９６２） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1968年度 1969/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９６８－１９６９） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1968年度 1969/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９７１－１９７２） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９７３－１９７４） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９７５－１９７６） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９７８－１９７９） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９８１－１９８２） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９８３－１９８４） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９８５－１９８６） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 管理運営関係文書 本学が発行する広報誌等（保存用） 北海道大学英文カタログ（１９８７－１９８８） 国際交流課長 国際交流課・人物交流担当 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 法経学部教授会議事録(昭和３６年度） 法学部事務長 庶務掛 1961年度 1962/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 法経学部教授会議事目録(昭和２５年度） 法学部事務長 庶務掛 1950年度 1951/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録索引(昭和２８年度） 法学部事務長 庶務掛 1953年度 1954/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和２８年度） 法学部事務長 庶務掛 1953年度 1954/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和２９年度） 法学部事務長 庶務掛 1954年度 1955/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３０年度） 法学部事務長 庶務掛 1955年度 1956/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３１年度） 法学部事務長 庶務掛 1956年度 1957/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３２年度） 法学部事務長 庶務掛 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３３年度） 法学部事務長 庶務掛 1958年度 1959/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３４年度） 法学部事務長 庶務掛 1959年度 1960/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３５年度） 法学部事務長 庶務掛 1960年度 1961/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３６年度） 法学部事務長 庶務掛 1961年度 1962/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３７年度） 法学部事務長 庶務掛 1962年度 1963/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３８年度） 法学部事務長 庶務掛 1963年度 1964/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和３９年度） 法学部事務長 庶務掛 1964年度 1965/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４０年度） 法学部事務長 庶務掛 1965年度 1966/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４１年度） 法学部事務長 庶務掛 1966年度 1967/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４２年度） 法学部事務長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４３年度） 法学部事務長 庶務掛 1968年度 1969/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４４年度） 法学部事務長 庶務掛 1969年度 1970/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４５年度） 法学部事務長 庶務掛 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４６年度） 法学部事務長 庶務掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４７年度） 法学部事務長 庶務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４８年度） 法学部事務長 庶務掛 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和４９年度） 法学部事務長 庶務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５０年度） 法学部事務長 庶務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５１年度） 法学部事務長 庶務掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５２年度） 法学部事務長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５３年度） 法学部事務長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５４年度） 法学部事務長 庶務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５５年度） 法学部事務長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５６年度） 法学部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５７年度） 法学部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和５８年度） 法学部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和５９年度） 法学部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和６０年度） 法学部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和６１年度） 法学部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和６２年度） 法学部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和６３年度） 法学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(平成元年度） 法学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(平成２年度） 法学部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(平成３年度） 法学部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(平成４年度） 法学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(平成５年度） 法学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(平成６年度） 法学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(平成７年度） 法学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和２８年度） 法学部事務長 庶務掛 1953年度 1954/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和２９年度） 法学部事務長 庶務掛 1954年度 1955/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３０年度） 法学部事務長 庶務掛 1955年度 1956/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３１年度） 法学部事務長 庶務掛 1956年度 1957/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３２年度） 法学部事務長 庶務掛 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３３年度） 法学部事務長 庶務掛 1958年度 1959/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３４年度） 法学部事務長 庶務掛 1959年度 1960/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３５年度） 法学部事務長 庶務掛 1960年度 1961/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３６年度） 法学部事務長 庶務掛 1961年度 1962/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３７年度） 法学部事務長 庶務掛 1962年度 1963/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３８年度） 法学部事務長 庶務掛 1963年度 1964/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和３９年度） 法学部事務長 庶務掛 1964年度 1965/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４０年度） 法学部事務長 庶務掛 1965年度 1966/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４１年度） 法学部事務長 庶務掛 1966年度 1967/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４２年度） 法学部事務長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４３年度） 法学部事務長 庶務掛 1968年度 1969/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４４年度） 法学部事務長 庶務掛 1969年度 1970/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４５年度） 法学部事務長 庶務掛 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４６年度） 法学部事務長 庶務掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４７年度） 法学部事務長 庶務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４８年度） 法学部事務長 庶務掛 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和４９年度） 法学部事務長 庶務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５０年度） 法学部事務長 庶務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５１年度） 法学部事務長 庶務掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５２年度） 法学部事務長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５３年度） 法学部事務長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５４年度） 法学部事務長 庶務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５５年度） 法学部事務長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５６年度） 法学部事務長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５７年度） 法学部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５８年度） 法学部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和５９年度） 法学部事務長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和６０年度） 法学部事務長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和６１年度） 法学部事務長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和６２年度） 法学部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(昭和６３年度） 法学部事務長 庶務掛 1988年度 1989/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(平成元年度） 法学部事務長 庶務掛 1989年度 1990/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(平成２年度） 法学部事務長 庶務掛 1990年度 1991/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(平成３年度） 法学部事務長 庶務掛 1991年度 1992/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(平成４年度） 法学部事務長 庶務掛 1992年度 1993/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(平成５年度） 法学部事務長 庶務掛 1993年度 1994/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(平成６年度） 法学部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(平成７年度） 法学部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(平成８年度） 法学部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録(平成９年度） 法学部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 本研究科・学部資料 北海道大学大学院法学研究科公法専攻修士課程博士課程設置認可申請書 法学部事務長 庶務掛 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 本研究科・学部資料 北海道大学大学院法学研究科民事法専攻博士課程設置申請書 法学部事務長 庶務掛 1954年度 1955/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(昭和５６年度） 法学部事務長 庶務掛 198１年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(昭和５７年度） 法学部事務長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(昭和５８年度） 法学部事務長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授称号授与 名誉教授推薦に関する調書(昭和６２年度） 法学部事務長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 人事 選挙 学部長・評議員選考(昭和３５年度～６１年度の間） 法学部事務長 庶務掛 1960年度 1961/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和２５～３０年度） 法学部事務長 教務掛 1955年度 1956/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和３１年度） 法学部事務長 教務掛 1956年度 1957/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和３２～３３年度） 法学部事務長 教務掛 1958年度 1959/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和３４～３５年度） 法学部事務長 教務掛 1960年度 1961/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和３８～３９年度） 法学部事務長 教務掛 1964年度 1965/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４０年度） 法学部事務長 教務掛 1965年度 1966/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４１年度） 法学部事務長 教務掛 1966年度 1967/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４２年度） 法学部事務長 教務掛 1967年度 1968/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４３年度） 法学部事務長 教務掛 1968年度 1969/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４４年度） 法学部事務長 教務掛 1969年度 1970/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４５年度） 法学部事務長 教務掛 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４６年度） 法学部事務長 教務掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４７年度） 法学部事務長 教務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４８年度） 法学部事務長 教務掛 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和４９年度） 法学部事務長 教務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５０年度） 法学部事務長 教務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５１年度） 法学部事務長 教務掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５２年度） 法学部事務長 教務掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５３年度） 法学部事務長 教務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５４年度） 法学部事務長 教務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５５年度） 法学部事務長 教務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５６年度） 法学部事務長 教務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５７年度） 法学部事務長 教務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５８年度） 法学部事務長 教務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和５９年度） 法学部事務長 教務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和６０年度） 法学部事務長 教務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和６１年度） 法学部事務長 教務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学籍 聴講生 聴講生関係綴（昭和６２年度） 法学部事務長 教務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 物品 物品 物品管理簿 事務長 会計掛 1953年度 1954/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 物品 物品 物品管理簿（物品出納簿）等 事務長 会計掛 1953年度 1954/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５６年度） 事務長 庶務担当 1981年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５７年度） 事務長 庶務担当 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５８年度） 事務長 庶務担当 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和５９年度） 事務長 庶務担当 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和６０年度） 事務長 庶務担当 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録(昭和６１年度） 事務長 庶務担当 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和56年度） 事務部長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和57年度） 事務部長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和58年度） 事務部長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和59年度） 事務部長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和60年度） 事務部長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和61年度） 事務部長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和62年度） 事務部長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和56年度） 事務部長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和57年度） 事務部長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和58年度） 事務部長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和59年度） 事務部長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和60年度） 事務部長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和61年度） 事務部長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録（昭和62年度） 事務部長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 台帳 名誉教授・叙勲台帳（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 叙勲・表彰・称号授与等 名誉教授の称号授与 叙位・叙勲関係（昭和４６年度～） 事務部長 人事担当 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 教務会議 学内会議 教務委員会・学生委員会（昭和６０年度～平成１2年度） 事務部長 教務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置届（学務係） 学科等設置 北海道大学医療技術短期大学部衛生技術学科設置計画書（本審） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置届（学務係） 学科等設置 北海道大学医療技術短期大学部衛生技術学科設置計画書（予備審） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置届（学務係） 学科等設置 北海道大学医療技術短期大学部理・作学科設置計画書（本審） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令（指定規則）（学務係） 学則承認 臨床検査技師学校の指定申請について 医療技術短期大学部事務長 学務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令（指定規則）（学務係） 学則承認 放射線技師学校の指定申請について 医療技術短期大学部事務長 学務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置届（学務係） 学科等設置 北海道大学医療技術短期大学部診療放射線技術学科設置計画書（予備審） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置届（学務係） 学科等設置 北海道大学医療技術短期大学部診療放射線技術学科設置計画書（予備審補充） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令（指定規則）（学務係） 学則承認 助産婦学校の指定申請について 医療技術短期大学部事務長 学務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置届（学務係） 学科等設置 北海道大学医療技術短期大学部診療放射線技術学科設置計画書（本審） 医療技術短期大学部事務長 学務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 設置届（学務係） 学科等設置 北海道大学医療技術短期大学部専攻科助産学特別専攻設置計画書 医療技術短期大学部事務長 学務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（昭和５６年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（昭和５７年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（昭和５８年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（昭和５９年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（昭和６０年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 法令（庶務係） 本医療短大の規程等 規程関係（昭和６１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（昭和６１年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議（庶務係） 学内会議 教授会議事録（昭和６２年度） 医療技術短期大学部事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 科長会議事録（昭和５７年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 科長会議事録（昭和５８年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 科長会議事録（昭和５９年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 科長会議事録（昭和６０年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 科長会議事録（昭和６１年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 科長会議事録（昭和６２年度） 北海道大学病院総務課長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 国有財産 国有財産 国有財産台帳（４６年度） 薬学事務部事務長 会計掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 施設 設計図面 設計図面 薬学事務部事務長 会計掛 1966年度 1967/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 物品 帳票 物品管理簿 薬学事務部事務長 会計掛 1965年度 1966/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 物品 帳票 物品管理簿 薬学事務部事務長 会計掛 1965年度 1966/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北海道大学工学部教育研究機構調査会報告書（昭和６２年１２月１５日） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北海道大学工学部教官役割に関するアンケート調査結果（教育研究機構調査会報告書別冊）（昭和６２年１２月１５日） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（昭和５６年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（昭和５７年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（昭和５８年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（昭和５９年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（昭和６０年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（昭和６１年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北海道大学大学院工学研究科・工学部概要（昭和６２年） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報 工学系事務部総務課長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 資料 部局内資料 北大工学部広報（自第１号至第１００号） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．４ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1937年度 1938/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．５ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1939年度 1940/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．６ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1941年度 1942/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．７ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1945年度 1946/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．８ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1949年度 1950/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．９ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1950年度 1951/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１０ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1952年度 1953/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1954年度 1955/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1956年度 1957/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１３ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１４ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1958年度 1959/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１５ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1959年度 1960/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１６ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1960年度 1961/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１７ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1961年度 1962/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１８ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1961年度 1962/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．１９ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1962年度 1963/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２０ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1963年度 1964/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1964年度 1965/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1965年度 1966/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２３ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1966年度 1967/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２４ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1967年度 1968/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２５ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1968年度 1969/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２６ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1969年度 1970/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２７ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1970年度 1971/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２８ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1971年度 1972/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．２９ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1972年度 1973/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３０ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1973年度 1974/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３３ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３４ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1977年度 1978/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３５ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1978年度 1979/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３６ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1979年度 1980/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３７ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３８ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．３９ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．４０ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．４１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．４２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．４３ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録ＮＯ．４４ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教室主任会議議事録（昭和５５年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教室主任会議議事録（昭和５６年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教室主任会議議事録（昭和５７年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教室主任会議議事録（昭和５８年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教室主任会議議事録（昭和５９年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教室主任会議議事録（昭和６０年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教室主任会議議事録（昭和６１年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教室主任会議議事録（昭和６２年度） 工学系事務部総務課長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．１９ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２０ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２１ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２２ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２３ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２４ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２５ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 研究科委員会議事録ＮＯ．２６ 工学系事務部総務課長 庶務掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明関係 発明関係（昭和６２年度） 工学系事務部総務課長 研究協力掛 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会計 物品関係 物品管理簿（昭和３２年度～） 農学事務部事務長 会計係 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和５６年度） 農学事務部事務長 庶務係 1981年度 1982/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和５７年度） 農学事務部事務長 庶務係 1982年度 1983/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和５８年度） 農学事務部事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和５９年度） 農学事務部事務長 庶務係 1984年度 1985/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和６０年度） 農学事務部事務長 庶務係 1985年度 1986/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和６１年度） 農学事務部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 会議 教授会議事録（昭和６２年度） 農学事務部事務長 庶務係 1987年度 1988/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 資料 農学部概要（昭和５８年度～平成１０年度） 農学事務部事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 行事 農学部百周年記念 農学事務部事務長 庶務係 1975年度 1976/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成５１年９月） 農学事務部事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成６１年１１月） 農学事務部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成６１年１２月） 農学事務部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 庶務・人事 交流協定 部局間交流協定書（平成６１年６月） 農学事務部事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 図書 資料関係 紀要原簿（昭和５５年度～） 農学事務部事務長 図書整理係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 図書 物品関係 物品管理簿（図書関係）（昭和３２年度～平成１５年度） 農学事務部事務長 図書整理係 1957年度 1958/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成7年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1995年度 1996/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成8年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1996年度 1997/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成9年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1997年度 1998/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成10年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1998年度 1999/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成11年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1999年度 2000/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成12年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2000年度 2001/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１4年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 発明関係（平成１7年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 産学官連携 発明・特許 知的財産関係（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金研究者名簿（平成6年度～平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 1994年度 1995/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断



大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金交付申請書等関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金実績・成果報告書（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１4年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成１6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術研究助成 補助金 科学研究費補助金特別研究員奨励費（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 各賞推薦 各賞推薦関係 各賞関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 研究助成（その他） 各種助成 研究助成関係（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成13年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2001年度 2002/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成14年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2002年度 2003/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成１5年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2003年度 2004/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成１6年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務掛 2004年度 2005/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成17年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2005年度 2006/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成18年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務係 2006年度 2007/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成19年度） 函館キャンパス事務部事務長 庶務担当 2007年度 2008/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成20年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2008年度 2009/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成21年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2009年度 2010/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 学術交流事業 日本学術振興会事業 韓国との拠点大学方式学術交流事業（平成22年度） 函館キャンパス事務部事務長 研究協力担当 2010年度 2011/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 物品 帳票 物品管理簿（昭和１８年度～） 電子科学研究所事務長 会計係 1943年度 1944/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 物品関係 会計関係 物品管理簿 触媒化学研究センター事務長 共同利用掛図書室 1943年度 1944/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会（助教授・講師含む）議事録（昭和４０年度～昭和５１年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会（助教授・講師含む）議事録（昭和５５年度～昭和５７年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会（助教授・講師含む）議事録（昭和５８年度～昭和６０年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1983年度 1984/1/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会（助教授・講師含む）議事録（昭和６１年度～昭和６３年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和４８年度～昭和５１年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1976年度 1977/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和５５年度～昭和５７年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1980年度 1981/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和５８年度～昭和６０年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1983年度 1984/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 会議 学内会議 教授会議事録（昭和６１年度～昭和６３年度） 電子科学研究所事務長 庶務係 1986年度 1987/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断

大学文書館公文書室 人事 栄典・表彰 栄典・表彰関係（名誉教授称号授与関係含む）（昭和４９年度～平成２年度） 触媒化学研究センター事務長 総務掛 1974年度 1975/4/1 大学年史編纂に必要な期間の終了後5年 未定 紙
集中管理収
蔵庫

大学文書館公文書室長 大学文書館公文書室 副総括文書管理者が判断


